
    本部主催・集合研修会開催一覧
     2017年1月6日（金）～3月30日（木）

（次頁に続く）

《不正事例研究（研修コード：3192）の研修会を掲載しています》
　平成28年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）から、法定監査業務に従事する会員は、「監査の品質及び不正リスク対
応」に関する研修科目6単位のうち2単位以上について不正事例研究（3192）を履修及び申告することが義務付けられました。

（詳細についてはCPE LETTER 2016年保存版（P.4～P.5）又はCPE ONLINEをご確認ください）

本冊子において掲載している次の講座は不正事例研究（研修コード：3192）に該当いたします。
・1月20日（金）「監査提言集の解説～期末監査で留意すべき不正事例～」
・2月9日（木）「監査提言集の解説～循環取引等」
・3月25日（土）「不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半・後半）」（DVD研修会）
・3月30日（木）「監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～」（DVD研修会）

《お知らせ》
　新春全国研修会における次の２講座については無料でご参加いただけます。
　ご参加いただく際は、必ず事前にお申込みの上、ご参加ください。

２限目『公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認会計士協会が果たすべき役割』（職業倫理）
３限目『監査提言集の解説～期末監査で留意すべき不正事例～』（不正事例）

　また、当該２講座については、２月中旬頃eラーニングで無料配信を予定しており、配信日については、メールでご案内いた
します。集合研修CD-ROMでの配付は予定しておりません。
※『監査提言集の解説～期末監査で留意すべき不正事例～』については、研修会のご案内11月号にて参加料3,000円としてご案内しておりましたが、無料で

の開催に変更となりました。
※ eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。登録がまだの方は、是非この機会にご登録ください。

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

２ 3,000円東京 P.05中小企業のための国際税務

２ 3,000円東京 P.05

２ 3,000円東京 P.05相続時精算課税制度の仕組みと実務上の留意点

２ 3,000円東京 P.05小規模宅地等の特例の仕組みと実務上の留意点 

２ 3,000円東京 P.08法人税及び地方税の基礎と実務上の留意事項

２ 3,000円東京 P.08消費税の基礎と実務上の留意事項

２ 3,000円東京 P.09所得税の確定申告

２ 3,000円東京 P.09資産税の基礎と実務上の留意事項

２ 3,000円東京 P.08会社税務に関する諸手続きと源泉

税務

税務

税務

税務

税務

税務

税務

税務

税務
本部

研修会

リフレッシュ
セミナー

（税務編）

本部
研修会

1月6日（金）

1月8日（日）

1月9日（月）

1月13日（金）

関税の仕組みと実務
～税関対応やFTA活用のための基礎知識～

共催　一般財団法人会計教育研修機構

CPE研修会のご案内
平成28年12月15日発行（毎月１回発行）
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

1月20日（金）

那覇
2/10（金）

2月8日（水）

那覇
2/22（水）

2月9日（木）

那覇
2/23（木）

２ 3,000円東京 P.06

２ 3,000円東京 P.06税務

税務

税務

税務

税務

不正
事例

不正
事例

本部
研修会

本部研修会

国際電子商取引に対する課税の見直し等について

2月1日（水）

1月26日（木）

２ 3,000円全国 P.13今後の税制の展望

２ 3,000円東京 P.07企業における税務コーポレートガバナンスの現状と課題

２

２ 全国 無料

無料

P.13

２ 全国 P.13

3,000円全国 P.14

新春全国

春季全国

公認会計士制度に対する社会の期待と
日本公認会計士協会が果たすべき役割

平成28年度消費税改正
～延期された軽減税率制度の今後と高額特定資産の
特例制度の創設に対する実務上の留意点

事業承継支援専門部会研修　実務編１
①金融庁　金融機関による金融仲介の質の向上～金融仲介機能のベンチマークについて

②｢事業承継ガイドライン｣ 事業承継の実務マニュアルの解説

監査提言集の解説
～期末監査で留意すべき不正事例～

２ 3,000円全国 P.14諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の理解

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.16

２ 3,000円全国 P.16

２ 3,000円全国 P.16

平成29年度税制改正大綱の解説

監査提言集の解説～循環取引等～

パートナー・ローテーションに関するIESBA倫理規程
改正の解説及び日本に与える影響

平成29年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

2月10日（金）

那覇
2/24（金）

公認会計士業務における情報セキュリティ

監査業務に係る審査について

新たな社会福祉法人制度について

本部研修会

DVD
研修会

2月16日（木） ２ 3,000円東京 P.07

3月24日（金）

２ 3,000円東京 P.10倫理に関する最近の動向について
（平成28年8月8日夏季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.10判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（前半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.10判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（後半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

3月25日（土）

２ 3,000円東京 P.11公認会計士として知っておくべき個人情報保護について
（平成28年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.11不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.11不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

税務

税務

不正
事例

不正
事例

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）常設事務局の東京設置と
今後の展望－公認会計士・監査法人への期待－（仮）
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研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

1月20日（金）

那覇
2/10（金）

2月8日（水）

那覇
2/22（水）

2月9日（木）

那覇
2/23（木）

２ 3,000円東京 P.06

２ 3,000円東京 P.06税務

税務

税務

税務

税務

不正
事例

不正
事例

本部
研修会

本部研修会

国際電子商取引に対する課税の見直し等について

2月1日（水）

1月26日（木）

２ 3,000円全国 P.13今後の税制の展望

２ 3,000円東京 P.07企業における税務コーポレートガバナンスの現状と課題

２

２ 全国 無料

無料

P.13

２ 全国 P.13

3,000円全国 P.14

新春全国

春季全国

公認会計士制度に対する社会の期待と
日本公認会計士協会が果たすべき役割

平成28年度消費税改正
～延期された軽減税率制度の今後と高額特定資産の
特例制度の創設に対する実務上の留意点

事業承継支援専門部会研修　実務編１
①金融庁　金融機関による金融仲介の質の向上～金融仲介機能のベンチマークについて

②｢事業承継ガイドライン｣ 事業承継の実務マニュアルの解説

監査提言集の解説
～期末監査で留意すべき不正事例～

２ 3,000円全国 P.14諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の理解

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.15

２ 3,000円全国 P.16

２ 3,000円全国 P.16

２ 3,000円全国 P.16

平成29年度税制改正大綱の解説

監査提言集の解説～循環取引等～

パートナー・ローテーションに関するIESBA倫理規程
改正の解説及び日本に与える影響

平成29年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

2月10日（金）

那覇
2/24（金）

公認会計士業務における情報セキュリティ

監査業務に係る審査について

新たな社会福祉法人制度について

本部研修会

DVD
研修会

2月16日（木） ２ 3,000円東京 P.07

3月24日（金）

２ 3,000円東京 P.10倫理に関する最近の動向について
（平成28年8月8日夏季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.10判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（前半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.10判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（後半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

3月25日（土）

２ 3,000円東京 P.11公認会計士として知っておくべき個人情報保護について
（平成28年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.11不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.11不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

税務

税務

不正
事例

不正
事例

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）常設事務局の東京設置と
今後の展望－公認会計士・監査法人への期待－（仮）

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

DVD
研修会

3月30日（木）

２ 3,000円東京 P.12BEPSの動向～国際課税の最前線～
（平成28年6月2日本部研修会収録DVD）

税務

２ 3,000円東京 P.12公認会計士の倫理と他の専門職の倫理
（平成28年10月20日秋季全国研修会収録DVD）

２ 3,000円東京 P.12監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～
（平成28年8月23日夏季全国研修会収録DVD）

事前申し込みのお願い

　CPEにおける資料の作成部数は皆様からの事前申し込みの数に基づき決めております。
　多少の余裕はみておりますが、当日必要部数が足りなくなる場合もございます。
　ご参加いただく皆様におかれましては、事前に必ずお申し込みの上、ご参加
　くださいますよう何とぞよろしくお願いいたします。

税務  全会員の必須研修科目「税務」に該当する研修会

 全会員の必須研修科目「職業倫理」に該当する研修会

監査

査

倫理

DVDDVD   講義を録画したDVD上映による研修会の開催です。

8

6

 法定監査業務に従事する会員の必須研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」に
 該当する研修会

 法定監査業務に従事する会員の必須研修科目「監査の品質及び不正リスク対応」の
 うち、「 不正事例研究」に該当する研究会

不正
事例

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

無料３ 東京 P.291月16日（月） 組織内会計士研修会
企業金融に関する研修会～商流ファイナンスの最新動向～

無料３ 東京 P.301月25日（水）
組織内会計士研修会
組織内会計士協議会 取締役及び監査役専門委員会主催研修会
社会から期待される公認会計士たる社外役員の役割について

無料３ 東京 P.301月30日（月） 組織内会計士研修会
組織内会計士に必要な企業内コミュニケーション能力

無料３ 東京 P.291月19日（木）
組織内会計士研修会
組織内会計士として知っておくべき企業経営における
マーケティング活動の実際組織内

会計士協議会
研修会

研修会 開催日 テーマ 単位 会場 参加料 掲載頁

女性会計士
活躍促進
協議会
セミナー

1月16日（月） ２ 無料東京 P.31女性会計士活躍促進協議会主催セミナー
「女性会計士活躍促進協議会の展望と課題について」

不正
事例
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■年末年始のCPE 関係業務について
年末年始のCPE 関係業務は次のとおりです　  

　ご不便をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
＜事務局の業務＞
　・年末　12 月 28 日（水）午後５時まで
　・年始　１ 月 ５ 日（木）午前９時から
＜ FAX申告の「CPE随時申告書受信のお知らせ」の送信＞
　・12 月 25 日（日）までの受信：12 月 27 日（火）までに送信
　・12 月 26 日（月）以降の受信：１ 月 ６ 日（金）以降に順次送信
＜電子申告登録について＞
　電子申告システムは毎日 24 時間稼働しております。ただし、新規に電子申告利用を開始され
　る場合は、本登録が完了するまで次の期間を要します。
　・12 月 28 日（水）午後４時までに利用開始登録をした場合：12 月 28 日（水）中に本登録完了
　・12 月 28 日（水）午後４時以降に利用開始登録をした場合：１ 月 ５ 日（木）に本登録完了
＜集合研修CD-ROMの発送について＞
　・12 月 27 日（火）13時までのご注文：12 月 28 日（水）に発送
　・12 月 27 日（火）13時以降のご注文：１ 月 ６ 日（金）より順次発送 

《不正事例研究（研修コード：3192）に該当し、頒布中の教材一覧》
　次の講座については、「不正事例研究」に該当し、集合研修CD－ROM／eラーニングでの頒布を行っています。（11月28
日時点）
　（教材コードの一文字目がEの場合はeラーニングに、Gの場合は集合研修CD－ROMに該当いたします。）
・監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～（教材コード：E又はG032930）
・監査人のためのIT研修会 不正・内部統制無効化のリスクに対応するCAATの考察（教材コード：E又はG032950）
・上場会社における不祥事対応のプリンシプル－日本取引所自主規制法人の役割、最近の取組みとともに－

（教材コード：E又はG033000）
・非営利組織の不正調査に関する公表事例を中心とした分析（教材コード：E033010） （本講座はeラーニングのみ頒布

しています）
・不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応～（前半）（教材コード：E又はG033090）
・不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応～（後半）（教材コード：E又はG033100）
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

１月６日（金））［１限目］13：00～14：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

　日本企業による海外展開は中国を中心としてアジア全域に広がっており、海外展開の9割は輸出入を伴う取引です。
海外展開の支援に関心を持つ、または既に海外展開の支援に携わっている多くの公認会計士は、関税など輸出入取引
を中心とした間接税になじみがありません。本研修では、まず、関税などの輸入取引税務の仕組みの基礎について解
説した上で、クライアントの経理部門も看過しがちな海外オペレーションに関わるコンプライアンス、FTA（自由貿易協
定）活用に伴うコンプライアンスおよびその税務メリット、クライアントの経理部門が対応している税関調査などにつ
いてやさしく解説します。

堀　いつ子（株式会社HASパートナーズ　代表取締役社長）

関税の仕組みと実務～税関対応やFTA活用のための基礎知識～

１月６日（金））［２限目］15：00～16：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

　昨今、大手企業ばかりでなく中小企業においても業務の国際化が必要となりつつありますが、企業活動の国際化に
際して欠かせないのが国際税務の知識です。国際税務の分野には海外進出等で有利に働く制度もあれば、一歩誤れば
過大な追徴が生じる課税制度もあるなど、馴染みがないわりには重要な制度が多く存在します。本講義では、そのよう
な状況を踏まえ特に中小企業の国際化に必要となる、各種国際税務分野の基礎知識について説明を行い、その具体
的適用事例について解説を行います。

伊藤　耕一郎（公認会計士・税理士）

中小企業のための国際税務

１月13日（金）［１限目］13：00～14：40
 相続時精算課税制度の仕組みと実務上の留意点 

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：2

小池　正明（税理士） 公認会計士会館

　平成27年１月からの改正相続税法の施行により相続税の課税件数が増加するとともに、生前贈与などの相続税対
策に関心が高まっている。現行の贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の２とおりがあるが、後者の方
法を選択すれば、2,500万円の特別控除があるため、多額の贈与が行いやすい。ただし、相続時精算課税は文字ど
おり贈与者の相続時に精算的に課税が行われるため、その選択には慎重な配慮が必要になる。
　そこで、相続時精算課税制度の仕組みを確認した上で、同制度を選択適用する場合の実務上の留意点について検
討することとする。

１月13日（金）［２限目］15：00～16：40
 小規模宅地等の特例の仕組みと実務上の留意点  

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：2

小池　正明（税理士） 公認会計士会館

　被相続人等の居住用宅地等又は事業用宅地等に適用される小規模宅地等の特例は、その宅地等の通常の評価額か
ら80％減額した価額が相続税の課税価格算入額となるため、現行の相続税における最大の優遇措置の一つである。
ただし、この特例は、極めて複雑な仕組みとなっているため、その適用要件を正確に判断することは容易ではない。
　そこで、小規模宅地等の特例制度について、その基本的な事項を確認した上で、特例の対象となる宅地等の範囲
と特例が適用される特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等の意
義について、事例を基に実務的に検討を行うこととする。

■年末年始のCPE 関係業務について
年末年始のCPE 関係業務は次のとおりです　  

　ご不便をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
＜事務局の業務＞
　・年末　12 月 28 日（水）午後５時まで
　・年始　１ 月 ５ 日（木）午前９時から
＜ FAX申告の「CPE随時申告書受信のお知らせ」の送信＞
　・12 月 25 日（日）までの受信：12 月 27 日（火）までに送信
　・12 月 26 日（月）以降の受信：１ 月 ６ 日（金）以降に順次送信
＜電子申告登録について＞
　電子申告システムは毎日 24 時間稼働しております。ただし、新規に電子申告利用を開始され
　る場合は、本登録が完了するまで次の期間を要します。
　・12 月 28 日（水）午後４時までに利用開始登録をした場合：12 月 28 日（水）中に本登録完了
　・12 月 28 日（水）午後４時以降に利用開始登録をした場合：１ 月 ５ 日（木）に本登録完了
＜集合研修CD-ROMの発送について＞
　・12 月 27 日（火）13時までのご注文：12 月 28 日（水）に発送
　・12 月 27 日（火）13時以降のご注文：１ 月 ６ 日（金）より順次発送 

《不正事例研究（研修コード：3192）に該当し、頒布中の教材一覧》
　次の講座については、「不正事例研究」に該当し、集合研修CD－ROM／eラーニングでの頒布を行っています。（11月28
日時点）
　（教材コードの一文字目がEの場合はeラーニングに、Gの場合は集合研修CD－ROMに該当いたします。）
・監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～（教材コード：E又はG032930）
・監査人のためのIT研修会 不正・内部統制無効化のリスクに対応するCAATの考察（教材コード：E又はG032950）
・上場会社における不祥事対応のプリンシプル－日本取引所自主規制法人の役割、最近の取組みとともに－

（教材コード：E又はG033000）
・非営利組織の不正調査に関する公表事例を中心とした分析（教材コード：E033010） （本講座はeラーニングのみ頒布

しています）
・不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応～（前半）（教材コード：E又はG033090）
・不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応～（後半）（教材コード：E又はG033100）
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

１月26日（木））［１限目］13：00～14：40

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

　インターネットを利用した電子書籍やソフトウェアの配信、クラウドサービスやwebサイトを利用させるサービスな
ど（電子商取引）については、平成27年度改正でリバースチャージ方式や国外事業者申告納税方式などの新制度が相
次いで導入されました。本研修では、これらの新制度の内容について、内外判定のおさらいも含め、実務上のポイント
を確認していきます。

熊王　征秀（税理士）

国際電子商取引に対する課税の見直し等について

１月26日（木））［２限目］15：00～16：40
  

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：2

　平成28年度改正では「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」制度が創設され、消費税の還付請
求手続は今まで以上に複雑極まりないものとなりました。
　本研修では、高額特定資産を取得した場合の取扱いについて、旧法と改正法の関係を整理するとともに、実務上の
留意点を確認していきます。また、２年半の延期となった軽減税率とインボイス制度の今後についても、可能な限りの
最新情報をお届けする予定です。

熊王　征秀（税理士）

平成28年度消費税改正～延期された軽減税率制度の今後と高額特定資産の
特例制度の創設に対する実務上の留意点
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

２月１日（水））13：00～14：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4199 ■履修単位：2

　企業のコーポレートガバナンスの内容にタックス･コンプライアンスを含める取組を「税務コーポレートガバナンス」
という。タックス･コンプライアンスは、狭義では租税法令遵守義務をいうが、最近では、租税回避を抑止する観点から、
企業の事業規模に見合った適正な納税を果たすべき義務という意味に拡大されている。そして、国際的動向として、税
務コーポレートガバナンスの良好な企業に対しては、税務調査の間隔や程度を緩和する等の措置が設けられてきてお
り、我が国でも、平成28年7月15日付で同趣旨の事務運営指針が公表されるに至っている。この研修では、税務コー
ポレートガバナンスの沿革、内容、今後の動向について、OECD等の国際的状況も踏まえて、解説いたします。

岩﨑　政明（横浜国立大学法科大学院教授・国税審議会会長）

企業における税務コーポレートガバナンスの現状と課題

２月１6日（木））15：00～16：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館

■参加料：3,000円 ■研修コード：3999 ■履修単位：2

　2016年4月19日から21日にかけてロンドンで開催された、監査監督機関国際フォーラム（International 
Forum of Independent Audit Regulators；IFIAR）の本会合において、IFIARの常設事務局を東京に設置するこ
とが決定された。IFIARは、2006年9月に設立された監査監督上の連携及び協力を目的とした国際組織であり、公認
会計士・監査法人等を監督する52か国・地域の当局で構成され、日本からは、金融庁及び公認会計士・監査審査会が参
加している。
今回の研修では、

① IFIARの本部となる事務局が我が国に設置される意義と今後の展望について解説するとともに、監査の質の向
上に向けてJICPA及び公認会計士・監査法人に期待される役割について説明する。

② JICPAは日本IFIARネットワークの会員として我が国におけるIFIAR事務局の活動を支援しており、その活動に
ついても解説する。

佐々木 清隆（金融庁 IFIAR 常設事務局設立準備本部長 兼 
　　　　　 証券取引等監視委員会事務局長）
小暮  和敏（品質管理担当常務理事）

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）常設事務局の東京設置と今後の展望
－公認会計士・監査法人への期待－（仮）

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●本部研修会／東京

１月26日（木））［１限目］13：00～14：40

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

　インターネットを利用した電子書籍やソフトウェアの配信、クラウドサービスやwebサイトを利用させるサービスな
ど（電子商取引）については、平成27年度改正でリバースチャージ方式や国外事業者申告納税方式などの新制度が相
次いで導入されました。本研修では、これらの新制度の内容について、内外判定のおさらいも含め、実務上のポイント
を確認していきます。

熊王　征秀（税理士）

国際電子商取引に対する課税の見直し等について

１月26日（木））［２限目］15：00～16：40
  

■ 　：師　講 ■会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：2

　平成28年度改正では「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」制度が創設され、消費税の還付請
求手続は今まで以上に複雑極まりないものとなりました。
　本研修では、高額特定資産を取得した場合の取扱いについて、旧法と改正法の関係を整理するとともに、実務上の
留意点を確認していきます。また、２年半の延期となった軽減税率とインボイス制度の今後についても、可能な限りの
最新情報をお届けする予定です。

熊王　征秀（税理士）

平成28年度消費税改正～延期された軽減税率制度の今後と高額特定資産の
特例制度の創設に対する実務上の留意点
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●リフレッシュセミナー（税務編）／東京

１月８日（日）［１限目］10：00～11：40
 税務 会社税務に関する諸手続きと源泉

●　各種届出手続き
・法人設立届出書、青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出
・各種変更事項の届け出など
　（但し、消費税に関する届出は除く）

■ 仲村　匡正（租税調査会　資産課税等専門部会専門委員）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

１月８日（日）［２限目］13：00～15：00
 税務 法人税及び地方税の基礎と実務上の留意事項

●　基礎構造と申告書作成
・別表４と別表５の関係
・租税公課
・減価償却 
・貸倒損失、貸倒引当金など

●　同族会社における留意点
・同族会社の判定
・行為計算の否認
・みなし役員
・会社と役員の間の取引など

●　地方税
・事業税と申告書作成（外形標準課

税を含む）
・住民税（事業所が複数の都道府県

にあるケース）

■ 織田　成人（租税調査会　資産課税等専門部会専門委員）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

１月８日（日）［３限目］15：20～17：00
 税務 消費税の基礎と実務上の留意事項

●　消費税の基礎構造と申告書作成
・課税取引、非課税取引、不課税取引等
・原則課税と簡易課税
・個別対応方式と一括比例配分方式など

●　消費税に関する各種届出
・簡易課税制度選択（不適用）届出
・課税事業者選択届出書
・課税期間特例選択・変更届出書など
●　近年の税制改正

■ 神林　克明（租税調査会　資産課税等専門部会前専門部会長）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4103 ■履修単位：2

　本セミナーでは、個人事務所等として独立開業し、今後、中小企業等の税務業務に携わる際に直面すると考えられる税
務実務及び周辺実務について、ごく基本的な概略と実務上の留意点を把握することを目的とします。具体的には、会社の
設立後の各種届け出手続き、１年間の税務実務の流れを通じて、基本的な会社税務を巡る実務上の知識や手続き等を確
認していきます。また、中小企業においては、経営者個人の税務上の問題に関与するケースも生じますので、所得税の確
定申告及び不動産の取得・譲渡並びに相続、贈与等の資産税にかかる基本的な税務についても確認していきます。
※通常の研修会とは一部開催時間が異なりますのでご注意ください。

●　１年間の税務実務の流れ
・源泉徴収、源泉納付
・年末調整
・法定調書
・償却資産税
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●リフレッシュセミナー（税務編）／東京

１月９日（月）［１限目］10：00～11：40
 税務 所得税の確定申告

●　所得税の確定申告
・所得税の確定申告事務の流れと留意事項
・不動産所得での誤りやすいポイント
・損益通算と損失の繰越控除
・医療費控除、住宅借入金等特別控除等
・近年の税制改正

■ 神林　克明（租税調査会　資産課税等専門部会前専門部会長）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4201 ■履修単位：2

１月９日（月）［２限目］13：00～14：40
 税務 資産税の基礎と実務上の留意事項

●　資産税（譲渡所得）
・不動産の取得に係る税務
・不動産の譲渡に係る税務の留意事項
●　資産税（相続税・贈与税）
・相続税の申告事務の流れと留意事項
・贈与税の暦年課税制度と相続時精算課税制度

■ 清水　久員（租税調査会　資産課税等専門部会副専門部会長）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4202 ■履修単位：2

　本セミナーでは、個人事務所等として独立開業し、今後、中小企業等の税務業務に携わる際に直面すると考えられる税
務実務及び周辺実務について、ごく基本的な概略と実務上の留意点を把握することを目的とします。具体的には、会社の
設立後の各種届け出手続き、１年間の税務実務の流れを通じて、基本的な会社税務を巡る実務上の知識や手続き等を確
認していきます。また、中小企業においては、経営者個人の税務上の問題に関与するケースも生じますので、所得税の確
定申告及び不動産の取得・譲渡並びに相続、贈与等の資産税にかかる基本的な税務についても確認していきます。
※通常の研修会とは一部開催時間が異なりますのでご注意ください。

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●リフレッシュセミナー（税務編）／東京

１月８日（日）［１限目］10：00～11：40
 税務 会社税務に関する諸手続きと源泉

●　各種届出手続き
・法人設立届出書、青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出
・各種変更事項の届け出など
　（但し、消費税に関する届出は除く）

■ 仲村　匡正（租税調査会　資産課税等専門部会専門委員）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

１月８日（日）［２限目］13：00～15：00
 税務 法人税及び地方税の基礎と実務上の留意事項

●　基礎構造と申告書作成
・別表４と別表５の関係
・租税公課
・減価償却 
・貸倒損失、貸倒引当金など

●　同族会社における留意点
・同族会社の判定
・行為計算の否認
・みなし役員
・会社と役員の間の取引など

●　地方税
・事業税と申告書作成（外形標準課

税を含む）
・住民税（事業所が複数の都道府県

にあるケース）

■ 織田　成人（租税調査会　資産課税等専門部会専門委員）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4101 ■履修単位：2

１月８日（日）［３限目］15：20～17：00
 税務 消費税の基礎と実務上の留意事項

●　消費税の基礎構造と申告書作成
・課税取引、非課税取引、不課税取引等
・原則課税と簡易課税
・個別対応方式と一括比例配分方式など

●　消費税に関する各種届出
・簡易課税制度選択（不適用）届出
・課税事業者選択届出書
・課税期間特例選択・変更届出書など
●　近年の税制改正

■ 神林　克明（租税調査会　資産課税等専門部会前専門部会長）：師　講 ■ 公認会計士会館 ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4103 ■履修単位：2

　本セミナーでは、個人事務所等として独立開業し、今後、中小企業等の税務業務に携わる際に直面すると考えられる税
務実務及び周辺実務について、ごく基本的な概略と実務上の留意点を把握することを目的とします。具体的には、会社の
設立後の各種届け出手続き、１年間の税務実務の流れを通じて、基本的な会社税務を巡る実務上の知識や手続き等を確
認していきます。また、中小企業においては、経営者個人の税務上の問題に関与するケースも生じますので、所得税の確
定申告及び不動産の取得・譲渡並びに相続、贈与等の資産税にかかる基本的な税務についても確認していきます。
※通常の研修会とは一部開催時間が異なりますのでご注意ください。

●　１年間の税務実務の流れ
・源泉徴収、源泉納付
・年末調整
・法定調書
・償却資産税

9



お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●DVD研修会／東京

３月24日（金））［１限目］10：00～11：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　本研修会では、職業倫理に関する最近の動向として、以下の内容を中心に解説する。
① 「職業倫理に関する解釈指針」の改正（平成27年3月）
② 「職業倫理ガイドブック」及び「職業倫理に関する必携ガイド」（平成28年6月公表予定）
③ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性

チェックリスト」の改正（平成28年4月）
④ 国際会計士倫理基準審議会（IESBA）における最近の活動状況（パートナー･ローテーション等）

上林　三子雄（前倫理担当常務理事）

倫理に関する最近の動向について（平成28年8月8日夏季全国研修会収録DVD）

３月24日（金））［２限目］13：00～14：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4091 ■履修単位：2

　消費税には、利益の概念、期間的な費用収益の対応の概念がなく、課税物件である「消費」は「資産の譲渡等」と定義さ
れ、税負担が転嫁されることを予定して、課税要件が定められている。したがって、所得税又は法人税とはその判断基準
が異なる。ただし、資産の譲渡等が行われた時期はおおむね所得税又は法人税の基準に準拠しており、対価の額の測定
など結果として判断が一致することも多い。
　そこで、本研修では、消費税の課税の対象、免税の要件、課税仕入れの範囲、課税仕入れの用途区分など、実務上の判
断基準が判示された裁判例、裁決例を題材に、事例形式で解説していただく。
　また、平成28年度税制改正により設けられた高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制
度の特例についても、ご説明いただく予定である。
　主な事例は、次のとおりである。
1、所得税において対価補償金の取扱いを受ける移転補償金
2、預託金返還請求と第三者へのゴルフ会員権の譲渡
3、輸出販売の契約どおりに船積みできなかった取引
4、納税者名義の輸出証明がない取引
5、建物の譲渡の時期の判断
6、道路建設の工事費用を負担した場合の課税仕入れの判断
7、マンション管理組合に支払う管理費と修繕積立金
8、一の固定資産の取得につき複数の課税仕入れがある場合の用途区分
9、輸入に係る消費税の控除の要件
10、未分割財産がある場合の納税義務の判定

金井　恵美子（税理士）

判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（前半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

３月24日（金））［３限目］15：00～16：40
判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（後半）

（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4091 ■履修単位：2

金井　恵美子（税理士） 公認会計士会館

　消費税には、利益の概念、期間的な費用収益の対応の概念がなく、課税物件である「消費」は「資産の譲渡等」と定義
され、税負担が転嫁されることを予定して、課税要件が定められている。したがって、所得税又は法人税とはその判断
基準が異なる。ただし、資産の譲渡等が行われた時期はおおむね所得税又は法人税の基準に準拠しており、対価の額
の測定など結果として判断が一致することも多い。
　そこで、本研修では、消費税の課税の対象、免税の要件、課税仕入れの範囲、課税仕入れの用途区分など、実務上の
判断基準が判示された裁判例、裁決例を題材に、事例形式で解説していただく。　　　　　
　後半では、前半に続けて事例検討の解説を行う。

　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●DVD研修会／東京

３月25日（土））［１限目］10：00～11：40

 

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　「そういえば監査をされるときに、会計士さんには、当社の従業員の給与データをお渡ししていますよね。これって個人
情報保護法上、従業員からの同意を取り付ける必要って本当にないんでしたっけ。」という質問に適切に答えられますか。
　本研修では、個人情報保護法の体系、企業や会計事務所が個人情報の漏えい事案等を発生させてしまった場合の対
応とその防止策を解説し、これにより個人情報保護に関して知見を高め、公認会計士として経営者と適切に意見交換する
ことができることを目指します。また平成27年9月に成立した改正「個人情報の保護に関する法律」について重要なポイ
ントを解説します。

髙橋　周（公認会計士・弁護士）

公認会計士として知っておくべき個人情報保護について
（平成28年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

３月25日（土））［２限目］13：00～14：40

  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

　会計監査の信頼性確保のため、財務諸表監査における会計不正の早期発見と対応が必須となっています。本研修の
前半では、会計不正が生じる背景を会計数値が持つ性質という切り口で解説すると共に、主要な会計不正の手口毎に、
不正の兆候、不正を防ぐ内部統制、早期発見のための監査手続について講義をいたします。
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

辻　さちえ（公認会計士・公認不正検査士）

不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

３月25日（土））［３限目］15：00～16：40
不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）

（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

辻　さちえ（公認会計士・公認不正検査士） 公認会計士会館

　会計監査の信頼性確保のため、財務諸表監査における会計不正の早期発見と対応が必須となっています。本研修の
後半では、不正リスクへの対応及び仮説検証アプローチについて、例題を用いながら解説をしていきます。
　後半の講義では実際の数字を分析しながら解説を進めていきますので、講義には電卓をお持ちください。
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

不正
事例

不正
事例

　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●DVD研修会／東京

３月24日（金））［１限目］10：00～11：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　本研修会では、職業倫理に関する最近の動向として、以下の内容を中心に解説する。
① 「職業倫理に関する解釈指針」の改正（平成27年3月）
② 「職業倫理ガイドブック」及び「職業倫理に関する必携ガイド」（平成28年6月公表予定）
③ 倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性

チェックリスト」の改正（平成28年4月）
④ 国際会計士倫理基準審議会（IESBA）における最近の活動状況（パートナー･ローテーション等）

上林　三子雄（前倫理担当常務理事）

倫理に関する最近の動向について（平成28年8月8日夏季全国研修会収録DVD）

３月24日（金））［２限目］13：00～14：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4091 ■履修単位：2

　消費税には、利益の概念、期間的な費用収益の対応の概念がなく、課税物件である「消費」は「資産の譲渡等」と定義さ
れ、税負担が転嫁されることを予定して、課税要件が定められている。したがって、所得税又は法人税とはその判断基準
が異なる。ただし、資産の譲渡等が行われた時期はおおむね所得税又は法人税の基準に準拠しており、対価の額の測定
など結果として判断が一致することも多い。
　そこで、本研修では、消費税の課税の対象、免税の要件、課税仕入れの範囲、課税仕入れの用途区分など、実務上の判
断基準が判示された裁判例、裁決例を題材に、事例形式で解説していただく。
　また、平成28年度税制改正により設けられた高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制
度の特例についても、ご説明いただく予定である。
　主な事例は、次のとおりである。
1、所得税において対価補償金の取扱いを受ける移転補償金
2、預託金返還請求と第三者へのゴルフ会員権の譲渡
3、輸出販売の契約どおりに船積みできなかった取引
4、納税者名義の輸出証明がない取引
5、建物の譲渡の時期の判断
6、道路建設の工事費用を負担した場合の課税仕入れの判断
7、マンション管理組合に支払う管理費と修繕積立金
8、一の固定資産の取得につき複数の課税仕入れがある場合の用途区分
9、輸入に係る消費税の控除の要件
10、未分割財産がある場合の納税義務の判定

金井　恵美子（税理士）

判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（前半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

３月24日（金））［３限目］15：00～16：40
判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（後半）

（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

■ 　：師　講 ■  ：場会
■参加料：3,000円 ■研修コード：4091 ■履修単位：2

金井　恵美子（税理士） 公認会計士会館

　消費税には、利益の概念、期間的な費用収益の対応の概念がなく、課税物件である「消費」は「資産の譲渡等」と定義
され、税負担が転嫁されることを予定して、課税要件が定められている。したがって、所得税又は法人税とはその判断
基準が異なる。ただし、資産の譲渡等が行われた時期はおおむね所得税又は法人税の基準に準拠しており、対価の額
の測定など結果として判断が一致することも多い。
　そこで、本研修では、消費税の課税の対象、免税の要件、課税仕入れの範囲、課税仕入れの用途区分など、実務上の
判断基準が判示された裁判例、裁決例を題材に、事例形式で解説していただく。　　　　　
　後半では、前半に続けて事例検討の解説を行う。

　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

３月30日（木））［１限目］10：00～11：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

　2012年6月以降、OECDとG20が協働して進めてきたBEPSプロジェクトは、多国籍企業による租税回避に対処
し、公正な競争条件を確保することを目的とするものであり、2015年10月に最終報告書が公表された。今後各国は、
最終報告書で勧告された内容を実現するために必要な国内法改正等を行うこととなる。
　本研修ではOECD租税委員会の議長としてBEPSプロジェクトを牽引した浅川財務省財務官をお招きし、BEPSプ
ロジェクトの概要及び今後の展開について解説いただく。

浅川　雅嗣（財務省財務官）

BEPSの動向～国際課税の最前線～（平成28年6月2日本部研修会収録DVD）

３月30日（木））［２限目］13：00～14：40

  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　現代において、専門職と言われるものは医療、法律、そして会計の3つです。これらにはそれぞれ、専門職であるが故
の職業倫理の確立が求められています。それらは、共通性もあれば、もちろん違いもあります。本講義では、これらの
専門職の倫理についてそれぞれの倫理規則等を参照しながら検討し、これを通じて会計専門職（公認会計士）の職業
倫理の特色を理解します。このような他の専門職との比較によって会計専門職（公認会計士）の倫理を考察することは、
IFACの教育基準でも言及されているところでありますが、本講義では日本の現状を踏まえながらそのような比較検
討を試みます。

吉見　宏（北海道大学副学長・教授）

公認会計士の倫理と他の専門職の倫理
（平成28年10月20日秋季全国研修会収録DVD）

３月30日（木））［３限目］15：00～16：40

 
監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～

（平成28年8月23日夏季全国研修会収録DVD） 

■ 　：師　講 ■  ：場会

■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

泉本　小夜子（前監査業務審査担当常務理事）
市村　清（前監査業務審査担当常務理事） 公認会計士会館

　監査強化策の一環として、平成28年度から、「監査の品質及び不正リスク対応」に関する研修科目必須6単位のうち、
2単位以上は「不正事例研究」に該当する研修を履修することとなりました。
　本研修では、平成28年1月に発出した会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」及び監
査提言集（特別版）「財務諸表監査における不正への対応」の理解を促し、会員各位が各々の監査業務において、不正
による重要な虚偽表示を見逃さない監査を行うために、監査提言集の不正事例を用いて「提言」のポイントを具体的
に解説します。
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

不正
事例

●DVD研修会／東京
　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。
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３月30日（木））［１限目］10：00～11：40
  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：4104 ■履修単位：2

　2012年6月以降、OECDとG20が協働して進めてきたBEPSプロジェクトは、多国籍企業による租税回避に対処
し、公正な競争条件を確保することを目的とするものであり、2015年10月に最終報告書が公表された。今後各国は、
最終報告書で勧告された内容を実現するために必要な国内法改正等を行うこととなる。
　本研修ではOECD租税委員会の議長としてBEPSプロジェクトを牽引した浅川財務省財務官をお招きし、BEPSプ
ロジェクトの概要及び今後の展開について解説いただく。

浅川　雅嗣（財務省財務官）

BEPSの動向～国際課税の最前線～（平成28年6月2日本部研修会収録DVD）

３月30日（木））［２限目］13：00～14：40

  

■ 　：師　講 ■ 会場：公認会計士会館
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　現代において、専門職と言われるものは医療、法律、そして会計の3つです。これらにはそれぞれ、専門職であるが故
の職業倫理の確立が求められています。それらは、共通性もあれば、もちろん違いもあります。本講義では、これらの
専門職の倫理についてそれぞれの倫理規則等を参照しながら検討し、これを通じて会計専門職（公認会計士）の職業
倫理の特色を理解します。このような他の専門職との比較によって会計専門職（公認会計士）の倫理を考察することは、
IFACの教育基準でも言及されているところでありますが、本講義では日本の現状を踏まえながらそのような比較検
討を試みます。

吉見　宏（北海道大学副学長・教授）

公認会計士の倫理と他の専門職の倫理
（平成28年10月20日秋季全国研修会収録DVD）

３月30日（木））［３限目］15：00～16：40

 
監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～

（平成28年8月23日夏季全国研修会収録DVD） 

■ 　：師　講 ■  ：場会

■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

泉本　小夜子（前監査業務審査担当常務理事）
市村　清（前監査業務審査担当常務理事） 公認会計士会館

　監査強化策の一環として、平成28年度から、「監査の品質及び不正リスク対応」に関する研修科目必須6単位のうち、
2単位以上は「不正事例研究」に該当する研修を履修することとなりました。
　本研修では、平成28年1月に発出した会長通牒「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」及び監
査提言集（特別版）「財務諸表監査における不正への対応」の理解を促し、会員各位が各々の監査業務において、不正
による重要な虚偽表示を見逃さない監査を行うために、監査提言集の不正事例を用いて「提言」のポイントを具体的
に解説します。
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

不正
事例

●DVD研修会／東京
　必須研修科目「職業倫理」、「税務」及び「監査の品質及び不正リスク対応」（そのうち、不正事例研究に該当する講
座）に該当する講義を録画したDVDを上映いたします。

●新春全国研修会

2017年1月20日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！
●新春全国研修会を2017年1月20日、インターネット回線を利用し、全国の中継会場にライブ配
　信して一斉開催いたします。
　会場：14地域会＋15部会（旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、三多摩、埼玉、千葉、山梨、松本、

岡山、米子、松山、徳島、長崎）

●会場は、17頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

 「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接下記まで
お問い合わせください。

那覇会場　　TEL.098–951–1820（日本公認会計士協会沖縄会事務局）

１月20日（金）［１限目］10：00〜11：40

１月20日（金）［２限目］13：00〜14：40

１月20日（金）［３限目］15：00〜16：40

今後の税制の展望

公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認会計士協会が果たすべき役割

監査提言集の解説～期末監査で留意すべき不正事例～

　法人実効税率が引き下げられ、消費税率の引上げが 2019 年 10 月に先送りされた今日、今後の税制をめぐる課
題を再度洗い直す時期である。
　「基本方針 2015」で示された税制改革、社会保障制度改革国民会議の報告書で触れられた所得税における配偶者
控除の見直し、公的年金等控除の縮小、マイナンバーの導入とその定着、さらには社会保障 ･ 税一体改革後の消費税
の行方など、今後のわが国の税制のあり方を展望する。
■講　師：土居　丈朗（慶應義塾大学経済学部教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：2

　今回の研修では、日本公認会計士協会が抱える様々な課題に対して、会長任期中において取組むべき内容とその状
況について説明します。
１．公認会計士監査の信頼性回復と向上に向けて
２．社会で貢献し活躍するための環境作りに向けて
３．国際性・多様性を担える人材の確保と公認会計士の魅力向上を目指して
■講　師：関根　愛子（日本公認会計士協会会長）
■参加料：無料 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取りま
とめ、毎年７月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　平成 28 年７月に平成 28 年版を公表し、８月には夏季研修として主に新しく収録した事例について監査提言集の
解説を行いました。
　今回の新春全国研修では、３月決算会社の期末監査を控え、過去の不正事例を参考に、期末日近くで行われた不正
等に対して期末監査で留意すべき事項を中心に、提言及びポイントを具体的に解説します。
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。
■講　師：中川　隆之、北方　宏樹（監査業務審査担当常務理事）
■参加料：無料 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

不正
事例

《お知らせ》
　新春全国研修会における次の２講座については無料でご参加いただけます。
　ご参加いただく際は、必ず事前にお申込みの上、ご参加ください。
２限目『公認会計士制度に対する社会の期待と日本公認会計士協会が果たすべき役割』（職業倫理）
３限目『監査提言集の解説～期末監査で留意すべき不正事例～』（不正事例）

　また、当該２講座については、２月中旬頃eラーニングで無料配信を予定しており、配信日については、メールでご案内いたします。集合研
修CD-ROMでの配付は予定しておりません。
※『監査提言集の解説～期末監査で留意すべき不正事例～』については、研修会のご案内11月号にて参加料3,000円としてご案内しておりましたが、無料での開催に変更となり
ました。
※ eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。登録がまだの方は、是非この機会にご登録ください。
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●春季全国研修会

2017年2月8日、9日、10日全国にL
ライ ブ

IVE中継します！

●春季全国研修会を2017年2月8日、9日、10日、インターネット回線を利用し、全国の中継会場に
ライブ配信して一斉開催いたします。

　会場：14地域会＋15部会（旭川、帯広、新潟、宇都宮、群馬、三多摩、埼玉、千葉、山梨、松本、
岡山、米子、松山、徳島、長崎）

●会場は、17頁の『本部主催全国研修会会場一覧』をご参照ください。

 「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接下記まで
お問い合わせください。

那覇会場　　TEL.098–951–1820（日本公認会計士協会沖縄会事務局）

２月８日（水）［１限目］10：00〜11：40

２月８日（水）［２限目］13：00〜14：40

事業承継支援専門部会研修　実務編１
①金融庁　金融機関による金融仲介の質の向上～金融仲介機能のベンチマークについて
②｢事業承継ガイドライン｣ 事業承継の実務マニュアルの解説

諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の理解

　①今、「対話」の重要性が高まっています。
　スチュワードシップコードによる機関投資家と企業の対話、ローカルベンチマークによる企業と金融機関の対話、
金融仲介機能のベンチマークによる金融機関の開示と金融庁との対話。
　金融庁が金融仲介の質の向上を目指し、金融仲介機能のベンチマークを活用して、金融機関に促すものは何かにつ
いて、その背景も含めて解説します。
　②中小企業の経営者の平均年齢 66 歳、事業承継は喫緊の課題です。経済産業省中小企業政策審議会では、信用保
証制度やその他施策の見直しが審議され、「事業承継ガイドライン」が公表されました。
　事業承継の支援加速のため、プレ承継行程（承継への気付き、経営改善、承継計画等）、更に、第二創業等の支援、
個人保証の処理等も含めたポスト行程の一連の支援のガイドラインで、実務において事業承継のマニュアルのように
活用が期待できます。改正に携わった委員が解説します。

■講　師：日下　智晴（金融庁　総務企画局　地域金融企画室長　兼　検査局　総務課　地域金融機関等モニタリング長）
　　　　　河原万千子（経済産業省　中小企業政策審議会委員、事業承継支援専門部会長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：5202 ■履修単位：2

　公認会計士の職業倫理を理解するためには、倫理関連事例の検討が有用とされます。わが国においても、そのよう
な事例は多くありますが、諸外国に於いても必ずしも著名な事例ではないとしても倫理関連事例として参考にすべき
ものが見受けられます。
　本講義では、主としてアメリカにおける事例をいくつかとりあげ、それをめぐる倫理問題を考えます。倫理問題に
は「正解」はありません。事例を通じて、わが国の場合にはどのように考え得るのか等、受講されるみなさんにそれ
ぞれに職業倫理を考えていただくことを目的としています。

■講　師：吉見　宏（北海道大学副学長・教授）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2
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２月９日（木）［２限目］13：00〜14：40

２月９日（木）［１限目］10：00〜11：40

２月９日（木）［３限目］15：00〜16：40

パートナー・ローテーションに関するIESBA倫理規程改正の解説及び日本に
与える影響

監査提言集の解説～循環取引等～

平成29年３月期の学校法人会計・監査の留意点について

　国際会計士倫理基準審議会（IESBA）は、パートナー・ローテーション規定の見直しを行い、筆頭業務執行社員
（Engagement Partner）及び審査担当者（Engagement Quality Control Reviewer）のクーリングオフ期間を、
それぞれ２年から５年及び３年に伸長する。また、クーリングオフ期間中における業務制限も厳しくする。
　本研修会においては、改正が行われた背景及び改正内容の解説を行う。また、もしこのような規定の変更が日本に
も導入された場合に想定される、中小監査法人を中心にした大きな影響についても分析する。

■講　師：加藤　厚（国際会計士倫理基準審議会（IESBA）ボードメンバー）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　監査提言集は、監査業務審査会での調査事案を参考とし、会員の監査業務遂行に際し参考となる監査提言を取りま
とめ、毎年７月に、会員及び準会員に提供しているものです。
　平成 28 年版の監査提言集に関しては、平成 28 年夏季全国研修において新しく収録した事案の解説を行いました。
また、平成 29 年新春全国研修では期末日近くに行われた不正を中心に解説を行う予定です。
　今回の春季全国研修では、提言集の中から、資金還流、循環取引及び架空取引に焦点を当て、当該テーマについて
集中的に提言及びポイントを解説します。
※本研修会は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

■講　師：中川　隆之（監査業務審査担当常務理事）
　　　　　北方　宏樹（監査業務審査担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3192 ■履修単位：2

　平成 29 年３月期末を控え、本年度監査の留意事項について解説いたします。
　平成 27 年度から文部科学大臣所轄学校法人において学校法人会計基準の一部改正が既に適用されており、平成
28 年度からは都道府県知事所轄学校法人においても適用が開始されることから、本講義では、学校法人会計基準の
一部改正の解説に加え、文部科学大臣所轄学校法人における適用初年度監査を踏まえて、実務上誤りやすい点につい
ても解説いたします。
　そして、本年度の監査に関係する学校法人の会計及び監査の最新の動向について可能な限り新たな情報を提供する
とともに、実務上の留意点を説明いたします。

■講　師：原　秀敬（学校法人委員会委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3102 ■履修単位：2

２月８日（水）［３限目］15：00〜16：40
平成29年度税制改正大綱の解説

　平成 29 年度税制改正大綱について、財務省担当官を講師としてお迎えし解説いただく。
■講　師：財務省主税局担当官
■参加料：3,000円 ■研修コード：4002 ■履修単位：2

不正
事例
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２月10日（金）［１限目］10：00〜11：40

２月10日（金）［２限目］13：00〜14：40

２月10日（金）［３限目］15：00〜16：40

公認会計士業務における情報セキュリティ

監査業務に係る審査について

新たな社会福祉法人制度について

　毎年実施している情報セキュリティのアップデート研修です。
　セキュリティ事故事例、品質管理レビューでの指摘事項等の解説に加え、その基盤となる IT･ 情報セキュリティ及
び関連する社会全体の動向について解説を行います。
　業種 ･ 組織の規模を問わずリスクが高まっている情報セキュリティに対し、会員として捉えるべきセキュリティリ
スク、具体的な対応策の考え方について、IT 委員会実務指針第 4 号「公認会計士業務における情報セキュリティの
指針」及び IT 委員会研究報告第 34 号「IT 委員会実務指針第 4 号「公認会計士業務における情報セキュリティの指
針」Q ＆ A」に則して解説を行うことを予定しています。

■講　師：加藤　俊直（IT委員会情報セキュリティ等対応専門委員会専門委員長）
■参加料：3,000円 ■研修コード：1001 ■履修単位：2

　本講義では、監査業務に係る審査に関して、「監査意見表明のための委託審査要領」、品質管理基準委員会報告書第
1 号「監査事務所における品質管理」、監査基準委員会報告書 220「監査業務における品質管理」及び中小事務所等
施策調査会研究報告第 2 号「委託審査制度における審査の方法等について」において規定されている事項の概要を
説明するほか、品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書における監査業務に関する審査の内容、報酬依
存度のセーフガード、協会における委託審査制度並びに審査の弾力化についても解説を行います。
　また、品質管理レビュー及び公認会計士･監査審査会による審査に関する最近の指摘事例についても解説いたします。
　※なお、本講義は、「監査意見表明のための委託審査要領」第 19 項に定める、監査責任者及び審査担当員が受講
しなければならない、協会が実施する審査に関する研修に該当します。

■講　師：新井　達哉（中小事務所支援担当常務理事）
■参加料：3,000円 ■研修コード：3101 ■履修単位：2

　社会福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 21 号）により、経営組織のガバナンスの強化、事業運営
の透明性の向上、財務規律の強化等が図られ、社会福祉法人制度が大きく変わろうとしています。
　本講義では、社会福祉法人の制度改革の担当部署に所属する厚生労働省の担当官を講師としてお招きし、新たな社
会福祉法人制度導入の経緯や概要について、ご説明いただきます。
　平成 28 年 11 月以降に新しく発出・改正された、社会福祉法人関連の政省令・通知についても概要をご説明いた
だきます。
　※本講義は、平成 28 年８月 22 日実施の夏季全国研修「新たな社会福祉法人制度のポイントについて」と一部内
容が重複しますので、ご注意ください。

■講　師：厚生労働省担当官（厚生労働省社会・援護局福祉基盤課）
■参加料：3,000円 ■研修コード：2106 ■履修単位：2
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○ ○ ○○

○ ○ ○○

○ ○ ○○

○ ○ ○○

○ ○ ○○

2／ 22 （水） 2／ 23 （木） 2／ 24 （金）
DVD研修会 DVD研修会 DVD研修会

2／ 10 （金）
DVD研修会

○
天文館ビジョンホール
TEL：099-292-8500

－

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○ ○ ○

本部主催全国研修会会場一覧

受講
会場 会　場　名

札幌 北海道会研修室
TEL：011－221－6622

東京 公認会計士会館
TEL：03-3510-7861

仙台
仙台商工会議所７階

「中会議室」

神奈川
横浜メディア・ビジネスセンター６階

（神奈川県会事務局）

名古屋 東海会研修室

金沢 北陸会研修室

京都 京滋会研修室

大阪 近畿会研修室

神戸 兵庫会研修室

広島 中国会研修室

高松 四国会事務局研修室

福岡 北部九州会会議室

熊本 南九州会会議室

那覇 沖縄会研修室

旭川 旭川リサーチセンター

帯広
監査法人フロンティアパートナー
クラウド「会議室」

新潟 新潟県会事務所

宇都宮 栃木県公認会計士会館

群馬 群馬県会事務所

三多摩 三多摩会事務所

山梨 山梨県会事務所

松本 ホテルモンターニュ松本「１Ｆソネット」

静岡

岡山
サン・ピーチＯＫＡＹＡＭＡ
２階「サニーホール」

松山 ろうきんビル会議室
TEL：089－931－1181

徳島 すばるビル

長崎 公認会計士鳥巣維文事務所会議室

鹿児島 鹿児島県社会福祉センター　

TEL：022-265-8124

TEL：045－681－7151

TEL：052-533-1112

埼玉 埼玉会研修室
TEL：048-644-9050

千葉 千葉会事務所会議室
TEL：043-305-4203

TEL：076-265-6625

TEL：075－211－5061

TEL：06－6271－0400

TEL：078－252－3281

TEL：082－248－2061

TEL：087－863－6653

TEL：092－715－4317

TEL：096-352-3737

TEL：098－951－1820

TEL：0166－68－2820

TEL：0155-24-3616

静岡県司法書士会館
TEL：054-289-3700

TEL：025－247－3875

TEL：028－635－8769

TEL：027－321－9055

TEL：042-595-8618

TEL：055－251－9400

TEL：0263－35－6480

松江 松江テルサ４階特別会議室
TEL：0852-31-5550

TEL：086－225－0631

TEL：088－622－6767

TEL：095－827－0630

TEL：099－251－3232

※会場が異なる場合や、DVDによる研修会の場合は、開催日の欄に記載しております。
　なお、「DVD研修会」のお申込み受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接お問合わせください。

DVD研修会に関する問合せ先
　那覇会場　TEL.098－951－1820（日本公認会計士協会沖縄会事務局）

春季全国研修会新春全国研修会

2017年 2017年
1月20日（金） 2月8日（水）

2017年
2月9日（木）

2017年
2月10日（金）

○
静岡市産学交流センター

（ペガサート 7階）
TEL：054-275-1655

○
静岡市産学交流センター

（ペガサート 7階）
TEL：054-275-1655

○
静岡市産学交流センター

（ペガサート 7階）
TEL：054-275-1655

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。 お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。 お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

新春及び春季全国研修会の中継会場として、松江会場及び松山会場につい
ては以下の会場にて中継を実施いたします。
（他会場については、「CPEレター2016年保存版」の案内をご確認ください。）

鹿児島会場については、新春全国研修会は以下の会場にて中継を実施いたします。

松江会場

山陰合同銀行
松江駅前支店東横イン

松江駅前

山陰合同銀行
松江駅前支店

島根県
水産会館
島根県
水産会館

松江東急イン松江東急イン

一畑百貨店一畑百貨店

北口北口

東横イン
松江駅前

松江テルサ

松江駅

会場：松江テルサ4F特別会議室
住所：島根県松江市朝日町478-18
お問合せ電話番号：0852-31-5550

鹿児島会場

会場：天文館ビジョンホール
住所：鹿児島県鹿児島市東千石町13番3号

VISION BILD
お問合せ電話番号：099-292-8500

松山会場

三越

● ●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

松山市駅前

松山市駅

R-２番町ビル
（ろうきんビル）

県庁前 大街道
市
役
所
前

松山
東急REI
ホテル

愛媛県
建設会館

愛媛県庁

NTT

松山地方
裁判所

市役所

二番町

三番町

千舟町

伊予銀行

伊予鉄道

至 JR松山駅
NHK 松山放送局

いよてつ高島屋

松山城

大
街
道

い
よ
て
つ
会
館

伊予鉄道
高浜線

松山
全日空
ホテル

会場：ろうきんビル会議室
住所：愛媛県松山市二番町四丁目5番地2　

R-2番町ビル
お問合せ電話番号：089-931-1181
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FAX 参加申込書
 
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050 ー 3730 ー 4355
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記宛てにＦＡＸをお送りください。
なお、受講票の発行はいたしません。（満員の際はご連絡いたします。）

申込欄に○印をご記入ください。（会場：東京の公認会計士会館）

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

本部研修会

1/6
（金）

3,000円15：00～16：40 中小企業のための国際税務

13：00～14：40 関税の仕組みと実務～税関対応やFTA活用のための基礎知識～ 3,000円

1/13
（金）

3,000円15：00～16：40 小規模宅地等の特例の仕組みと実務上の留意点

13：00～14：40 相続時精算課税制度の仕組みと実務上の留意点 3,000円

1/26
（木）

2/1
（水）

2/16
（木）

3,000円15：00～16：40

13：00～14：40 国際電子商取引に対する課税の見直し等について 3,000円

13：00～14：40 企業における税務コーポレートガバナンスの現状と課題 3,000円

15：00～16：40 3,000円

平成28年度消費税改正～延期された軽減税率制度の今後と
高額特定資産の特例制度の創設に対する実務上の留意点

監査監督機関国際フォーラム（IFIAR）常設事務局の東京設置と
今後の展望－公認会計士・監査法人への期待－（仮）

お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。 お申込みは後掲の参加申込書又はCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。
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FAX 参加申込書
 
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050 ー 3730 ー 4355
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記宛てにＦＡＸをお送りください。
なお、受講票の発行はいたしません。（満員の際はご連絡いたします。）

申込欄に○印をご記入ください。（会場：東京の公認会計士会館）

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

リフレッシュセミナー（税務編）・DVD研修会

1/8
（日）

3,000円15：20～17：00 消費税の基礎と実務上の留意事項

13：00～15：00 法人税及び地方税の基礎と実務上の留意事項 3,000円

3,000円10：00～11：40 会社税務に関する諸手続きと源泉

3/24
（金）

3,000円

3,000円

3,000円

15：00～16：40

15：00～16：40

15：00～16：40

判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（後半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

13：00～14：40 判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（前半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD） 3,000円

3,000円10：00～11：40 倫理に関する最近の動向について
（平成28年8月8日夏季全国研修会収録DVD）

1/9
（月）

3,000円13：00～14：40 資産税の基礎と実務上の留意事項

10：00～11：40 所得税の確定申告 3,000円

3/25
（土）

不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

13：00～14：40 不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

3,000円10：00～11：40 公認会計士として知っておくべき個人情報保護について
（平成28年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

3/30
（木）

監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～
（平成28年8月23日夏季全国研修会収録DVD）

13：00～14：40 公認会計士の倫理と他の専門職の倫理
（平成28年10月20日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

3,000円10：00～11：40 BEPSの動向～国際課税の最前線～
（平成28年6月2日本部研修会収録DVD）

不 正
事 例

不 正
事 例

不 正
事 例
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3,000円

無料

無料

FAX 
  会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX:050 ー 3730 ー 4355

※ 参加ご希望の「受講会場」は、17ページの研修会会場一覧にてご確認の上、受講
会場欄にご記入ください。

※ 「DVD研修会」のお申込受付は各地域会・地区会で行っておりますので、直接お問合わせください。

お申込日　平成　　年　　月　　日

会員種別（○を付けてください）

会 員 ・ 準 会 員
研修登録番号（7桁）

電話番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

ファクシミリ番号

（　　  ）　　　　ー　　　　　

所属地域会

※ 参加料のお支払い方法には、クレジットカード振替と郵便振替があります。どちらも、当日の出席記録をもとに
請求いたします。クレジットカード振替を利用される場合は、振替同意書のご提出が必要です。

　郵便振替での請求書は、ご登録の郵便物送付先にお送りいたします。
※ 日本公認会計士協会及び一般財団法人会計教育研修機構は、この参加申込書にご記載いただいた個人情報を本

研修会の運営のために利用させていただきます。

【お電話でのお問合せ】

参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記宛てにＦＡＸをお送りください。
なお、CPEレター特別号にてご案内のとおり、平成28年４月１日以降開催する本部主催・研修会においては受
講票の発行はいたしません。（満員の際はご連絡いたします。）

会計教育研修機構　研修申込み受付係　TEL：03-3510-7861

開催日 時間 テーマ 参加費 申込

1/20
（金）

２/８
（水）

13：00～14：40

10：00～11：40 今後の税制の展望

監査提言集の解説～期末監査で留意すべき不正事例～15：00～16：40

3,000円
事業承継支援専門部会研修　実務編１
①金融庁　金融機関による金融仲介の質の向上～金融仲介機能のベンチマークについて

②｢事業承継ガイドライン｣ 事業承継の実務マニュアルの解説
10：00～11：40

3,000円諸外国の事例を通じた公認会計士の職業倫理の理解13：00～14：40

3,000円平成29年度税制改正大綱の解説15：00～16：40

２/９
（木）

3,000円

パートナー・ローテーションに関するIESBA倫理規程改正の
解説及び日本に与える影響

10：00～11：40

3,000円

監査提言集の解説～循環取引等～

13：00～14：40

3,000円平成29年３月期の学校法人会計・監査の留意点について15：00～16：40

２/10
（金）

3,000円公認会計士業務における情報セキュリティ10：00～11：40

3,000円監査業務に係る審査について13：00～14：40

3,000円新たな社会福祉法人制度について15：00～16：40

受講会場

参加申込書
（新春全国研修会・春季全国研修会）

不 正
事 例

不 正
事 例

公認会計士制度に対する社会の期待と
日本公認会計士協会が果たすべき役割

FAX 参加申込書
 
会計教育研修機構　研修申込み受付係　行き

FAX：050 ー 3730 ー 4355
参加を希望される場合は、この申込書をコピーして必要事項をご記入のうえ、上記宛てにＦＡＸをお送りください。
なお、受講票の発行はいたしません。（満員の際はご連絡いたします。）

申込欄に○印をご記入ください。（会場：東京の公認会計士会館）

開催日 時間 テーマ 参加料 申込

リフレッシュセミナー（税務編）・DVD研修会

1/8
（日）

3,000円15：20～17：00 消費税の基礎と実務上の留意事項

13：00～15：00 法人税及び地方税の基礎と実務上の留意事項 3,000円

3,000円10：00～11：40 会社税務に関する諸手続きと源泉

3/24
（金）

3,000円

3,000円

3,000円

15：00～16：40

15：00～16：40

15：00～16：40

判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（後半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD）

13：00～14：40 判決･裁決事例にみる消費税実務のポイントと課題（前半）
（平成28年7月8日本部研修会収録DVD） 3,000円

3,000円10：00～11：40 倫理に関する最近の動向について
（平成28年8月8日夏季全国研修会収録DVD）

1/9
（月）

3,000円13：00～14：40 資産税の基礎と実務上の留意事項

10：00～11：40 所得税の確定申告 3,000円

3/25
（土）

不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（後半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD）

13：00～14：40 不正会計を知る～不正会計事案への実践的対応（前半）
（平成28年10月21日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

3,000円10：00～11：40 公認会計士として知っておくべき個人情報保護について
（平成28年10月19日秋季全国研修会収録DVD）

3/30
（木）

監査提言集の解説～不正による重要な虚偽表示を見逃さないために～
（平成28年8月23日夏季全国研修会収録DVD）

13：00～14：40 公認会計士の倫理と他の専門職の倫理
（平成28年10月20日秋季全国研修会収録DVD） 3,000円

3,000円10：00～11：40 BEPSの動向～国際課税の最前線～
（平成28年6月2日本部研修会収録DVD）

不 正
事 例

不 正
事 例

不 正
事 例
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「地方公共団体会計・監査部会」への入会方法等

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

１．　公会計協議会ウェブサイト（http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/index.html）上で入会申請を
行う。
※　公会計協議会は、申請者が部会員又は賛助部会員となることができる要件を備えていること
を確認の上、名簿に記載し、その旨を当該申請者の会員メールアドレス宛てに通知する。

２．　賛助部会員：初期研修（11単位）を修了する。
※　部会員の方も任意で初期研修を受講することは可能。

３．　初期研修を修了した賛助部会員宛てに公会計協議会より「部会員となる要件を満たした旨」が会
員メールアドレス宛てに通知される。

４．　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修の義務が生じる。部会員は継続研修を年間６
単位以上受講すると、翌事業年度も部会員として登録される。

■公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修及び継続研修について■

　日本公認会計士協会では、公会計関連業務（※）に関する資料又は情報の提供その他の支援を行うこ
とにより当該業務に携わる会員及び準会員の資質の維持及び向上を図るとともに、当該会員等の組織化
を推進することによりその活動領域の拡充を促進するため、公会計協議会を設置いたしました（会則第
115条の９参照）。
※　「公会計関連業務」とは、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人
その他の公的分野に属するもの及び公益社団法人、公益財団法人、学校法人その他の非営利分野に属するものの会
計及び監査に関する業務をいう。（会則第115条の９第３項抜粋）

　公会計協議会では、下部組織として「地方公共団体会計･監査部会」を設置し、部会員及び賛助部会員
の専門性の向上に向けた取組の一環として、体系化された研修をCPE ONLINE上のeラーニングにて提供
いたします。
　部会員となった方は、希望により、公会計協議会の名簿への掲載を通じて、自らの専門性を外部に発信
（開示）することができます（公会計協議会運営細則第７条～第８条、第10条～第11条参照）。

　なお、eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。FAX申告をご利用の方
は、CPE ONLINEより「電子申告の登録」を行ってください。（電子申告登録後は、FAX申告ができな
くなりますのでご注意ください。）

部　会　員： 「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修を修了した者、又は同部会の専門分野に関す
る十分な実務経験(※)があると公会計協議会が認める者

賛助部会員：部会員に該当する者以外で、同部会の専門分野に関心がある者

※　十分な実務経験とは、包括外部監査人（補助者を除く。）、個別外部監査人（補助者を除く。）又は監査委員の実務
経験を指す。

 

22



■初期研修のカリキュラム

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

　賛助部会員は、以下の全ての研修を修了すると、部会員となる要件を満たします。なお、初期研修の
受講料は無料としております。

「地方公共団体会計・監査部会」への入会方法等

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

１．　公会計協議会ウェブサイト（http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/index.html）上で入会申請を
行う。
※　公会計協議会は、申請者が部会員又は賛助部会員となることができる要件を備えていること
を確認の上、名簿に記載し、その旨を当該申請者の会員メールアドレス宛てに通知する。

２．　賛助部会員：初期研修（11単位）を修了する。
※　部会員の方も任意で初期研修を受講することは可能。

３．　初期研修を修了した賛助部会員宛てに公会計協議会より「部会員となる要件を満たした旨」が会
員メールアドレス宛てに通知される。

４．　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修の義務が生じる。部会員は継続研修を年間６
単位以上受講すると、翌事業年度も部会員として登録される。

■公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修及び継続研修について■

　日本公認会計士協会では、公会計関連業務（※）に関する資料又は情報の提供その他の支援を行うこ
とにより当該業務に携わる会員及び準会員の資質の維持及び向上を図るとともに、当該会員等の組織化
を推進することによりその活動領域の拡充を促進するため、公会計協議会を設置いたしました（会則第
115条の９参照）。
※　「公会計関連業務」とは、国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人
その他の公的分野に属するもの及び公益社団法人、公益財団法人、学校法人その他の非営利分野に属するものの会
計及び監査に関する業務をいう。（会則第115条の９第３項抜粋）

　公会計協議会では、下部組織として「地方公共団体会計･監査部会」を設置し、部会員及び賛助部会員
の専門性の向上に向けた取組の一環として、体系化された研修をCPE ONLINE上のeラーニングにて提供
いたします。
　部会員となった方は、希望により、公会計協議会の名簿への掲載を通じて、自らの専門性を外部に発信
（開示）することができます（公会計協議会運営細則第７条～第８条、第10条～第11条参照）。

　なお、eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。FAX申告をご利用の方
は、CPE ONLINEより「電子申告の登録」を行ってください。（電子申告登録後は、FAX申告ができな
くなりますのでご注意ください。）

部　会　員： 「地方公共団体会計・監査部会」の初期研修を修了した者、又は同部会の専門分野に関す
る十分な実務経験(※)があると公会計協議会が認める者

賛助部会員：部会員に該当する者以外で、同部会の専門分野に関心がある者

※　十分な実務経験とは、包括外部監査人（補助者を除く。）、個別外部監査人（補助者を除く。）又は監査委員の実務
経験を指す。

 

テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

地方公共団体の法規 神野 直彦
（東京大学名誉教授）    120 分 2 研修コード：2106

教材コード：E021680 無料

地方財務Ⅰ

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職
大学院経営戦略研究科
教授）

   130 分 2 研修コード：2106
教材コード：E021620 無料

地方財務Ⅱ
（前後半）

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職
大学院経営戦略研究科
教授）

前半：60 分
後半：90 分

前半：１
後半：２

研修コード：
前半：2106
後半：2106
教材コード：
前半：E021631
後半：E021632

無料

地方財務Ⅲ

澤田 史朗
（総務省自治財政局財務
調査課長）

（「今後の地方公会計の整
備促進について」担当）

鈴木 豊
（青山学院大学名誉教授・
公認会計士）（「地方公営
企業」担当）

   130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022790 無料

地方公共団体の監査
鈴木 豊

（青山学院大学名誉教
授・公認会計士）

   130 分 2 研修コード：3111
教材コード：E032130 無料

※講師の肩書は講義の収録当時のものです。
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■継続研修のカリキュラム

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修義務が生じます。部会員は継続研修を年間６単位
以上受講すると、翌事業年度も部会員として登録されます。
　平成28年10月17日より配信が開始された「地方公共団体会計・監査部会」の継続研修の講座を以下の
とおりお知らせします。
　継続研修の講座は、今後順次配信いたします。
　なお、平成28年度は継続研修の受講料を無料としております。

テーマ：事例研修：高齢者福祉
 講　師：白井　正（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032890
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　事例研修「高齢者福祉」では、平成25年度の新潟市包括外部監査の結果報告（テーマ：高齢者福祉に関する財務事務の
執行について）を題材とし、結果報告の構成に従って、その内容等を解説する。
　前半で高齢者福祉制度の概要、後半で具体的な指摘及び意見について扱うが、特に前半の制度説明は、「高齢者福祉」を
テーマとした研究、監査等を実施する際には、必ず理解しなければならないものであると思われる。後半の具体的な指摘及
び意見については、新潟市の固有のものではあるが、それらを取り上げた背景、根拠を説明する。

テーマ：非営利組織の不正調査に関する公表事例を中心とした分析
 講　師：坂上　信一郎（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3192

■教材コード：E033010
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　平成22年8月に日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第43号「非営利組織の不正調査に関する公表事例の分
析」が公表された。本研究報告は、自治体を含む非営利組織の不正の実態、不正が発覚した場合に設置される内部調査委員
会や外部調査委員会が実施する不正調査及び不正調査後の対応について事例を取りまとめたものである。本研修では、こ
の研究報告を中心に、その前後に公表された研究報告第40号「上場会社の不正調査に関する公表事例の分析」や研究報
告第51号「不正調査ガイドライン」について解説する。
※本教材は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

テーマ：事例研修：外郭団体
 講　師：小川　洋一（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032900
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方公共団体の監査、外郭団体の監査実務（中核市）を学ぶものである。この研修は、主として、地方公共団体の監査初心
者である個人事務所会員を想定している。外郭団体の監査は、公認会計士としては取り組みやすいテーマであり、選定され
ることも多いと考えられる。したがって、包括外部監査初心者でも当該監査を請け負うことが可能となるよう、プレゼンテー
ションから、監査契約、監査チームの編成、監査対象の抽出、監査の着眼点、監査の方法、監査報告等に至るまでを、事例研
究として分かりやすく解説する。事例研究である以上、できるだけ具体的かつ実践的な内容となるよう心掛けた。私が監査
対象とした外郭団体中、代表的な一つを取り上げて、包括監査実務における一連の流れがわかるように説明した。監査人に
ついては、地方公共団体監査に従事する監査人としての心得まで述べたので、それらは私見であって客観性に欠ける部分
があるかもしれないが、事例研究と割り切ってご容赦願いたい。一人でも多くの公認会計士が、地方公共団体の監査でご活
躍できることを願っている。

不正
事例
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eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

テーマ：事例研修：学校・教育
 講　師：西川　正純（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032910
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　当研修では、特定の事件「川越市の小中学校、図書館に係る財務に関する事務の執行について」（川越市の平成22年度
包括外部監査）に基づく包括外部監査報告書をもとに説明を行います。主に学校建物等の工事請負契約、業務委託、学校現
場の備品管理や市立図書館を対象とし、包括外部監査を行っていくにあたり、どのような視点にたって調査を行っていった
か、また調査にあたってどのような手続きをとっていったかについて報告書の記載に従って説明しています。

テーマ：事例研究：住宅政策
 講　師：佐久間 仁志（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032970
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　包括外部監査の研修シリーズの一環として「住宅政策」について解説する。具体的には、筆者が包括外部監査人として
担当した平成24年度の埼玉県包括外部監査結果報告書の「埼玉県の住宅政策について」に基づいて、①年間スケジュー
ル、②包括外部監査人のポイント、③特定の事件（テーマ）の選定について、④「住宅政策」に係る監査のポイント、⑤「住宅
供給公社」の監査ポイント、⑥包括外部監査報告書の構成、⑦「住宅政策」報告書、⑧「住宅供給公社」報告書、について説
明する。

テーマ：事例研修：農林水産部の監査
 講　師：星野 誠之（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032980
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　過去の包括外部監査において、テーマとしてまだ多く取り上げられていない農林水産部の事業及び監査について解説
を行う。まず、日本の農林水産業の概要を説明したうえで、農林水産部の事業の特徴、包括外部監査を経験したうえで発
見した特徴的な監査事例を紹介する。最後に今後農林水産部の事業をテーマとして選定した場合の一助となるべく、まと
めとしての個人的な意見を述べる。

テーマ：事例研修：人件費
 講　師：鳥海　伸彦（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032990
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　事例研修：人件費では、まず前半部分で、包括外部監査において人件費をテーマとして選択した場合、最低限知っておいて
方がいいと思われる地方公務員法あるいは人事委員会等の関係制度を概観する。そして、続く後半部分では、講師が実際に
作成した平成22年度東京都大田区の包括外部監査の結果報告書「人件費（福利厚生等を含む）について」の内容を解説す
る。人件費は、地方公共団体の歳出総額の20～30％台と金額面で比較的大きなウェイトを占めている費目である。した
がって、包括外部監査のテーマとして選択すべき内容を含んでいるといえるが、その一方で、人件費については、給与水準
や定数管理等、制度や政策に起因することが多く、また、地方自治法や地方公務員法、条例といった法的規制等が複雑に絡
み合うこと、さらに、特別職や一般職への報酬等や給与等そのものを扱うタッチーな問題を含むため、テーマとして選択する
ことを敬遠する担当者も多いと考えられる。事例研修：人件費では、包括外部監査のテーマとしてあえて人件費を選択した
場合の概要等に関し、講師の経験等も踏まえ説明する。

■継続研修のカリキュラム

eラーニングを受講するに当たっては電子申告の利用登録が必要です。

　部会員に登録した翌事業年度より、継続研修の履修義務が生じます。部会員は継続研修を年間６単位
以上受講すると、翌事業年度も部会員として登録されます。
　平成28年10月17日より配信が開始された「地方公共団体会計・監査部会」の継続研修の講座を以下の
とおりお知らせします。
　継続研修の講座は、今後順次配信いたします。
　なお、平成28年度は継続研修の受講料を無料としております。

テーマ：事例研修：高齢者福祉
 講　師：白井　正（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032890
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　事例研修「高齢者福祉」では、平成25年度の新潟市包括外部監査の結果報告（テーマ：高齢者福祉に関する財務事務の
執行について）を題材とし、結果報告の構成に従って、その内容等を解説する。
　前半で高齢者福祉制度の概要、後半で具体的な指摘及び意見について扱うが、特に前半の制度説明は、「高齢者福祉」を
テーマとした研究、監査等を実施する際には、必ず理解しなければならないものであると思われる。後半の具体的な指摘及
び意見については、新潟市の固有のものではあるが、それらを取り上げた背景、根拠を説明する。

テーマ：非営利組織の不正調査に関する公表事例を中心とした分析
 講　師：坂上　信一郎（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3192

■教材コード：E033010
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　平成22年8月に日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第43号「非営利組織の不正調査に関する公表事例の分
析」が公表された。本研究報告は、自治体を含む非営利組織の不正の実態、不正が発覚した場合に設置される内部調査委員
会や外部調査委員会が実施する不正調査及び不正調査後の対応について事例を取りまとめたものである。本研修では、こ
の研究報告を中心に、その前後に公表された研究報告第40号「上場会社の不正調査に関する公表事例の分析」や研究報
告第51号「不正調査ガイドライン」について解説する。
※本教材は、「不正事例研究」の単位が履修できます。

テーマ：事例研修：外郭団体
 講　師：小川　洋一（公認会計士）
■受講料：無料 ■研修コード：3112

■教材コード：E032900
■標準受講時間：130分 ■履修単位：２

　地方公共団体の監査、外郭団体の監査実務（中核市）を学ぶものである。この研修は、主として、地方公共団体の監査初心
者である個人事務所会員を想定している。外郭団体の監査は、公認会計士としては取り組みやすいテーマであり、選定され
ることも多いと考えられる。したがって、包括外部監査初心者でも当該監査を請け負うことが可能となるよう、プレゼンテー
ションから、監査契約、監査チームの編成、監査対象の抽出、監査の着眼点、監査の方法、監査報告等に至るまでを、事例研
究として分かりやすく解説する。事例研究である以上、できるだけ具体的かつ実践的な内容となるよう心掛けた。私が監査
対象とした外郭団体中、代表的な一つを取り上げて、包括監査実務における一連の流れがわかるように説明した。監査人に
ついては、地方公共団体監査に従事する監査人としての心得まで述べたので、それらは私見であって客観性に欠ける部分
があるかもしれないが、事例研究と割り切ってご容赦願いたい。一人でも多くの公認会計士が、地方公共団体の監査でご活
躍できることを願っている。

不正
事例
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テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

１．地方公共団体の法規

地方自治法①

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022070 無料

地方自治法②

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022110 無料

地方自治法③

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022290 無料

地方自治法④

内貴 滋
（帝京大学経済学部地域経済
学科教授・バーミンガム大学
名誉フェロー）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022300 無料

行政法① 高橋 滋
（一橋大学大学院法学研究科教授）  130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E021900 無料

行政法② 高橋 滋
（一橋大学大学院法学研究科教授）  130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E021910 無料

行政法③ 高橋 滋
（一橋大学大学院法学研究科教授）  130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E021920 無料

財政学・地方財政論① 関口 智
（立教大学大学院経済学研究科教授）  130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022450 無料

財政学・地方財政論② 関口 智
（立教大学大学院経済学研究科教授）  130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022460 無料

財政学・地方財政論③ 関口 智
（立教大学大学院経済学研究科教授）  130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022470 無料

財政学・地方財政論④ 関口 智
（立教大学大学院経済学研究科教授）  130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022480 無料

地方公共団体の資金調達

木村 功
（総務省自治大学校客員教授・
財団法人地域総合整備財団
専務理事）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E021790 無料

２．地方財務Ⅰ
地方財政制度（１）
－地方自治体の財源、地方交付
税制度－

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022390 無料

地方財政制度（２）
－国庫補助負担金、地方債、
財源対策－

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022400 無料

予算編成改革（１）
－編成の問題点と規律性改革－

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022240 無料

予算編成改革（２）
－戦略性、効率性、参画性、
透明性－

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022250 無料

これまでに配信を開始している「地方公共団体会計・監査部会」の継続研修の講座は以下のとおりです。
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テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

予算編成改革（３）
－歳入予算改革、FM、
第三セクター改革－

稲沢 克祐
（関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E022380 無料

財政分析
稲沢 克祐

（関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E021810 無料

NPM の基礎理論、行政評価
稲沢 克祐

（関西学院大学専門職大学院
経営戦略研究科教授）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E021820 無料

３．地方財務Ⅱ

公の施設 坂邊 淳也
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E021850 無料

民法（財産法）① 滝沢 昌彦
（一橋大学法学研究科教授）   130 分 2 研修コード：2001

教材コード：E022231 無料

民法（財産法）② 滝沢 昌彦
（一橋大学法学研究科教授）   130 分 2 研修コード：2001

教材コード：E022232 無料

地方税
（地方税概論・各論・徴収）

関口 智
（立教大学大学院経済学研究科教授）  130 分 2 研修コード：4001

教材コード：E041620 無料

収入 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E021830 無料

支出・現金及び有価証券 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022280 無料

契約 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022610 無料

財産・時効 松本 正一郎
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022750 無料

４．地方財務Ⅲ

新地方公会計基準

鈴木 豊
（学校法人青山学院常任監事・
青山学院大学名誉教授・
公認会計士）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E021860 無料

「今後の新地方公会計の推進に
関する研究会要領等」の解説①

（財務書類作成要領 / 連結財務
書類作成の手引き /Q&A）

菅原 正明
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E021800 無料

「今後の新地方公会計の推進に
関する研究会要領等」の解説②

（資産評価及び固定資産台帳整
備の手引き /Q&A）

小室 将雄
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E021870 無料

財務書類等の活用について

鵜川 正樹
（青山学院大学大学院会計プロ
フェッション研究科特任教授・
公認会計士）

  130 分 2 研修コード：2109
教材コード：E021840 無料

公益法人制度と会計 大立目 克哉
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2106

教材コード：E022130 無料

地方公営企業の会計と経営 大惠 康宏
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022120 無料

地方公社会計および
一部事務組合・広域連合会計

加藤 暢一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022740 無料

地方独立行政法人の制度と会計 奥谷 恭子
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022730 無料
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テーマ 講師 標準受講
時　　間

履修
単位

研修コード
教材コード 受講料

５．地方公共団体の監査
地方公共団体における監
査委員制度（その１）

道幸 尚志
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032350 無料

地方公共団体における監
査委員制度（その２）

道幸 尚志
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032360 無料

地方公共団体の外部監査 白山 真一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032390 無料

住民監査請求及び
住民訴訟制度と事例

平本 登
（東京都監査事務局総務課課長
代理（調査担当））

  130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032370 無料

地方財政健全化法におけ
る審査と監査

道幸 尚志
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032400 無料

財政援助団体等の監査と
実務

道幸 尚志
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032410 無料

事例研修：
財産管理・資産管理

青山 伸一
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032770 無料

事例研修：外部委託 鎌田 直善
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032760 無料

事例研修：（公営企業）
水道事業

佐久間 清光
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：2109

教材コード：E022760 無料

事例研修：国民健康保険
事業特別会計

川口 明浩
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032810 無料

事例研修：地方公営企業
としての病院事業

川口 明浩
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032800 無料

地方公共団体の
内部統制

遠藤 尚秀
（福知山公立大学地域経営学部
教授・公認会計士）

  130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032820 無料

地方公共団体監査制度の
課題と今後の展望

遠藤 尚秀
（福知山公立大学地域経営学部
教授・公認会計士）

  130 分 2 研修コード：3112
教材コード：E032830 無料

事例研修：危機管理 伊藤　孝明
（公認会計士）   130 分 2 研修コード：3112

教材コード：E032840 無料

※講師の肩書は講義の収録当時のものです。

公会計協議会「地方公共団体会計・監査部会」に関するお問合せ
日本公認会計士協会　自主規制・業務本部
非営利会計・監査・法規・制度グループ
TEL：03-3515-1129　E-mail：k-kyougikai@sec.jicpa.or.jp

eラーニングに関するお問合せ
日本公認会計士協会　総務本部
研修グループ
TEL：03-3515-1125　E-mail：kenshuu1@jicpa.or.jp
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お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

■組織内会計士協議会研修会について■

　組織内会計士協議会では、組織内会計士の資質の維持及び向上を図るとともに、組織内会計士の組織
化を推進し会員及び準会員の活動領域の拡充及び人材の流動化を促進することを目的として、組織内会
計士に関する研修会を実施しております。
　本研修会は、日本公認会計士協会会員及び準会員の方が参加対象となっております。
　本研修会への参加申し込みについては、CPE ONLINEからお申込みください。

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象） ■研修コード：9106 ■履修単位：3

■講　師：山口　省蔵氏（日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 副センター長）

１月16日（月）18：30～21：00
 組織内会計士研修会 企業金融に関する研修会～商流ファイナンスの最新動向～

　企業金融の現場では、従来型の財務実績をベースとした企業評価の欠点を補う新たなファイナンス手法へのチャレン
ジが行われています。今回は、新しい企業評価の手法、資金調達の手法として、商流ファイナンスを取り上げます。
　在庫や売掛債権等を活用したABL（Asset Based Lending）が拡大しているほか、金融EDI（Electronic Data 
Interchange）を通じ、受注情報を活用したPOファイナンス（Purchase Order Finance）の進化がみられています。
また、インターネット取引において、決済情報を活用したファイナンスの伸長もみられます。さらに、クラウド会計などの
FinTechを活用したファイナンスの可能性が模索されています。　
　今回の研修では、日本銀行において、商流ファイナンスの推進に携わっている講師より、詳しいお話をお伺いします。
ぜひ奮ってご参加ください。

【内　　容】　 　　
1． 財務実績による企業評価の限界と商流ファイナンス 
2． ABLの拡大
3． 金融EDIとPOファイナンス
4． FinTechを活用した新たなファイナンス

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象） ■研修コード：5106 ■履修単位：3

■講　師：保々　雅世氏（青山学院大学 国際マネジメント研究科   特任教授）

１月19日（木）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

組織内会計士として知っておくべき企業経営におけるマーケティング活動の実際

　企業における広告宣伝費やマーケティング費用が占める割合は少なくありません。近年、広告宣伝やマーケティング
手法が様変わりしてきている中、従来通りのマーケティング活動、予算管理をしている企業がまだまだ多く存在してい
ます。
　売上の伸長や財務面での予算管理をより効果的に行うためにも、科学的かつ経営指標を意識したマーケティング活
動の実例、予算策定とその効果測定について、外資系事業会社にて事業運営に長く携わったご経験をお持ちの青山学
院大学の特任教授保々先生より、ご講義いただきます。
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お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●問い合わせ先
　日本公認会計士協会　企画本部 　Ｍａｉｌ：paib@sec.jicpa.or.jp03‒3515‒1123

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象） ■研修コード：3001 ■履修単位：3

■講　師：藤沼　亜起氏
（日本公認会計士協会相談役、取締役及び監査役専門委員会専門委員長）

パネルディスカッションパネリスト：
藤沼　亜起氏（日本公認会計士協会相談役、取締役及び監査役専門委員会
専門委員長）、大西　寛文氏（日本公認会計士協会元副会長、取締役及び監
査役専門委員会副専門委員長）、田島　和憲氏（取締役及び監査役専門委員
会副専門委員長)、鵜髙　利行氏（取締役及び監査役専門委員会専門委員）

コーディネーター：
増田　明彦氏（組織内会計士担当常務理事）

１月25日（水）14：00～16：30
 組織内会計士研修会
組織内会計士協議会 取締役及び監査役専門委員会主催研修会
社会から期待される公認会計士たる社外役員の役割について

　本研修会では、基調講演において、コーポレートガバナンス・コードの適用から１年半が経過した現在における、社外役
員を取り巻く最新動向のほか、取締役及び監査役専門委員会の設立の趣旨等についてお話しいたします。その後、公認
会計士たる社外取締役・社外監査役に対して社会から期待されている事項、例えば、財務・会計の専門家としての知見に基
づく助言、経営分析力を生かした経営のサポートなど、様々な事項について、その現状と課題、今後の展望についてパネ
ルディスカッション形式で各パネリストからお話しいただきます。
　さらに、研修会終了後17時から、ご参加いただいた皆様同士の親睦を深めることを目的とした懇親会を開催いたしま
す。（当懇親会は、登壇者の皆さまにもご参加いただく予定です。会場は、日本公認会計士協会４階会議室です。）
上場会社の取締役又は監査役に就任されている会員・準会員の皆様におかれましては、是非ご参加ください。

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象） ■研修コード：9999 ■履修単位：3

■講　師：佐藤　雅彦氏
　　　　　（株式会社日立国際電気　IT戦略企画室、Team Sunrise （日立グループ有志
　　　　　団体）代表）

１月30日（月）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

組織内会計士に必要な企業内コミュニケーション能力
 組織内会計士が専門能力を発揮するためには、地域・事業・部門を超えたコミュニケーション能力が必要となります。本
講義では、900名以上の会員を有する日立グループ有志団体「Team Sunrise」の代表として、10年間に渡り様々な
事業・部門・世代を巻き込み、時には批判を浴びながらもグループ横断の活動を継続し、経営トップに認められた経験を
もとに、日立グループにおける組織活性化事例と組織内会計士に必要な企業内コミュニケーションについてご講演頂
きます。
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●女性会計士活躍促進協議会セミナーについて

　当協会では、女性会員及び準会員の活躍促進に向けた施策の検討を継続的に実施するとともに、施策の実施
について本部及び地域会との連携を深めることを目的として、平成28年7月25日開催の定期総会の議を経て、女性
会計士活躍促進協議会（以下「協議会」という。）を設置いたしました。
　この度、協議会設置に係るキックオフイベントとして、女性会計士活躍促進協議会主催セミナー「女性会計士活
躍促進協議会の展望と課題について」を開催することといたしましたので概要を以下のとおりお知らせいたします。
　なお、本セミナーは、日本公認会計士協会会員及び準会員の方が参加対象となっております。本セミナーへの参
加申し込みについては、CPE ONLINEからお申込みください。

■履修単位：２

１月16日（月） 15:00～17:00
 女性会計士活躍促進協議会主催セミナー

「女性会計士活躍促進協議会の展望と課題について」

■  ：師

　

講 ■ 館会士計会認公 ：場会

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象）

■研修コード：9501※

基調講演：関根　愛子 氏（日本公認会計士協会会長）
パネルディスカッションパネリスト：女性会計士活躍促進協議会委員
コーディネーター：林　敬子氏（女性会計士活躍推進担当常務理事）

　本セミナーでは、基調講演として関根愛子日本公認会計士協会会長に、社会におけるダイバーシティの進捗の現状
や女性の公認会計士の置かれている状況のほか、女性会計士活躍促進協議会へ期待されることについてお話しいた
だきます。
　その後、女性の公認会計士がさらに活躍するために必要なことをテーマに、監査法人等での女性へのサポートの現
状、公認会計士業界における女性の強み、女性会計士活躍促進協議会が果たすべき役割など、様々な事項について、
その現状と課題、今後の展望についてパネルディスカッション形式で各パネリストからお話しいただきます。
　さらに、セミナー終了後17時30分から、ご参加いただいた皆様同士の親睦を深めることを目的とした懇親会を開
催いたします。（当懇親会は、登壇者の皆さまにもご参加いただく予定です。会場は近隣のホテルを予定しておりま
す。）

※人的スキルによる1事業年度に取得できる履修単位の上限は5単位です。

お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●問い合わせ先
　日本公認会計士協会　企画本部 　Ｍａｉｌ：paib@sec.jicpa.or.jp03‒3515‒1123

お申込みはCPE ONLINE（http：//cpe.jicpa.or.jp/）をご利用ください。

●問い合わせ先
　日本公認会計士協会　企画本部 　Ｍａｉｌ：paib@sec.jicpa.or.jp03‒3515‒1123

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象） ■研修コード：3001 ■履修単位：3

■講　師：藤沼　亜起氏
（日本公認会計士協会相談役、取締役及び監査役専門委員会専門委員長）

パネルディスカッションパネリスト：
藤沼　亜起氏（日本公認会計士協会相談役、取締役及び監査役専門委員会
専門委員長）、大西　寛文氏（日本公認会計士協会元副会長、取締役及び監
査役専門委員会副専門委員長）、田島　和憲氏（取締役及び監査役専門委員
会副専門委員長)、鵜髙　利行氏（取締役及び監査役専門委員会専門委員）

コーディネーター：
増田　明彦氏（組織内会計士担当常務理事）

１月25日（水）14：00～16：30
 組織内会計士研修会
組織内会計士協議会 取締役及び監査役専門委員会主催研修会
社会から期待される公認会計士たる社外役員の役割について

　本研修会では、基調講演において、コーポレートガバナンス・コードの適用から１年半が経過した現在における、社外役
員を取り巻く最新動向のほか、取締役及び監査役専門委員会の設立の趣旨等についてお話しいたします。その後、公認
会計士たる社外取締役・社外監査役に対して社会から期待されている事項、例えば、財務・会計の専門家としての知見に基
づく助言、経営分析力を生かした経営のサポートなど、様々な事項について、その現状と課題、今後の展望についてパネ
ルディスカッション形式で各パネリストからお話しいただきます。
　さらに、研修会終了後17時から、ご参加いただいた皆様同士の親睦を深めることを目的とした懇親会を開催いたしま
す。（当懇親会は、登壇者の皆さまにもご参加いただく予定です。会場は、日本公認会計士協会４階会議室です。）
上場会社の取締役又は監査役に就任されている会員・準会員の皆様におかれましては、是非ご参加ください。

■会場：公認会計士会館

■参加料：無料
　　　　　（日本公認会計士協会会員及び準会員対象） ■研修コード：9999 ■履修単位：3

■講　師：佐藤　雅彦氏
　　　　　（株式会社日立国際電気　IT戦略企画室、Team Sunrise （日立グループ有志
　　　　　団体）代表）

１月30日（月）18：30～21：00
 組織内会計士研修会

組織内会計士に必要な企業内コミュニケーション能力
 組織内会計士が専門能力を発揮するためには、地域・事業・部門を超えたコミュニケーション能力が必要となります。本
講義では、900名以上の会員を有する日立グループ有志団体「Team Sunrise」の代表として、10年間に渡り様々な
事業・部門・世代を巻き込み、時には批判を浴びながらもグループ横断の活動を継続し、経営トップに認められた経験を
もとに、日立グループにおける組織活性化事例と組織内会計士に必要な企業内コミュニケーションについてご講演頂
きます。
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第38回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉
 
開催日：平成29年9月28日（木）

会　場：石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、
ANAクラウンプラザホテル金沢
(石川県金沢市昭和町20-1、同本町2-15-1、
同昭和町16-3)

地方創生～公認会計士の挑戦～

　日本公認会計士協会は、第38回研究大会を石川県金沢市にて開催いたします。
金沢は今、平成27年春の北陸新幹線の開業効果により観光業を中心に賑わっていますが、この賑
わいを観光業以外にも広げるとともに、継続的な成長に結びつける必要があります。
　政府が人口減少問題の克服、成長力の確保を目的とした長期ビジョンを基に策定した国・地方
の総合戦略「地方創生」は、具体的な事業の本格的な推進の段階になっています。地方創生は
「まち・ひと・しごと創生」をキーワードとして、地域産業の活性化、創業支援等の施策を一体的
に推進するものであり、地方公共団体と金融機関との連携や、地域を支えるひとの育成・確保とし
て、プロフェッショナル人材の活用が挙げられています。
　地方創生の具体的な事業の本格的な推進には、組織内会計士を含む全ての公認会計士がか
かわることができるものであり、公認会計士に与えられた課題でもあると考えられます。公認会計
士がその持てる専門知識を生かし、地域・産業等あらゆる分野において社会に貢献することが求
められている今、「地方創生～公認会計士の挑戦～」をメインテーマとして研究発表を募集いたし
ます。

　募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表やパネルディスカッション、特定のテー
マについて会場内の出席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど形式を問いません。
　募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募をお待ちしています。
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第38回研究大会研究発表の募集について

〈メインテーマ〉
 
開催日：平成29年9月28日（木）

会　場：石川県立音楽堂、ホテル日航金沢、
ANAクラウンプラザホテル金沢
(石川県金沢市昭和町20-1、同本町2-15-1、
同昭和町16-3)

地方創生～公認会計士の挑戦～

　日本公認会計士協会は、第38回研究大会を石川県金沢市にて開催いたします。
金沢は今、平成27年春の北陸新幹線の開業効果により観光業を中心に賑わっていますが、この賑
わいを観光業以外にも広げるとともに、継続的な成長に結びつける必要があります。
　政府が人口減少問題の克服、成長力の確保を目的とした長期ビジョンを基に策定した国・地方
の総合戦略「地方創生」は、具体的な事業の本格的な推進の段階になっています。地方創生は
「まち・ひと・しごと創生」をキーワードとして、地域産業の活性化、創業支援等の施策を一体的
に推進するものであり、地方公共団体と金融機関との連携や、地域を支えるひとの育成・確保とし
て、プロフェッショナル人材の活用が挙げられています。
　地方創生の具体的な事業の本格的な推進には、組織内会計士を含む全ての公認会計士がか
かわることができるものであり、公認会計士に与えられた課題でもあると考えられます。公認会計
士がその持てる専門知識を生かし、地域・産業等あらゆる分野において社会に貢献することが求
められている今、「地方創生～公認会計士の挑戦～」をメインテーマとして研究発表を募集いたし
ます。

　募集する研究発表は、多様なニーズを考慮し、論文発表やパネルディスカッション、特定のテー
マについて会場内の出席者も自由に発言できるフリーディスカッションなど形式を問いません。
　募集要領は以下に記載のとおりです。皆様の積極的なご応募をお待ちしています。

 研究発表募集要領 

１．応募資格
　　会員・準会員及び一般有志

２．募集テーマ
原則として、メインテーマ「地方創生～公認会計士の挑戦～」に関連するテーマとします。

３．募集内容
（1）テーマ及び発表者（パネリスト）の募集

① 研究論文による発表

• 　Ａ４判10頁以内（目次、図表等全てを含みます）
• 　１頁の設定　40字38行（フォントサイズは本文11ポイント）

なお、研究論文については会員からの推薦も選考の対象とします。応募の際は、推薦
する研究論文（テーマ）及び発表方法に発表者の住所・氏名・職業・電話番号、発表
者の同意を得ている旨を明記の上、お送りください。

※

② パネルディスカッション形式による発表

• Ａ４判の５頁程度
※採用となった方には、当日掲示・配付用のスライド資料（MS PowerPointソフトウェ
　ア利用)を後日ご提出いただきます。

• 人数はパネリスト及びコーディネーター含め５名以内（厳守）

　（2）テーマの募集　
～フリーディスカッション形式による発表

※ご応募いただく際は、発表テーマ及び発表方法を明記の上、住所・氏名・職業・電話
番号を記載の上、ご応募ください。

　日頃の研究内容を論文にまとめて、研究大会当日、発表していただきます。ご応募い
ただく際は、MS Wordソフトウェアを利用して次のとおり論文を作成し、電子データを
メールに添付の上、お送りください。

　研究内容をスライド資料としてご用意いただき、研究大会当日、その内容についてパ
ネリスト間でディスカッションを行っていただきます。ご応募いただく際は、MS Word
ソフトウェアを利用して次のとおりパネルディスカッションの企画書（テーマ・発表の
趣旨、目的・内容の概要・パネルディスカッション形式とした理由・パネリストの略歴
を記載）を作成し、電子データをメールに添付の上、お送りください。

　公認会計士制度、業務に関係し、日頃関心を持っている内容で大会参加者と意見交換
してみたいと考えるテーマについてのご提案を募集します。ご応募いただく際は、テー
マ（例えば「公認会計士制度のあり方」など）及びテーマ選定の趣旨、目的を作成いた
だき、発表者として希望する者のリストを添えてお送りください。
　継続的専門研修制度協議会において、テーマに合ったコーディネーター等発表者を選
定します。
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４．応募及び推薦締切日
平成29年２月28日（火）（必着）

５．選　考

６．発表予定テーマ数

７．研究発表の決定

８．送付先及び問合せ先

　　日本公認会計士協会　総務本部 研修グループ
　　TEL
　　FAX
　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp
　　 （企画運営）継続的専門研修制度協議会・北陸会研究大会実行委員会

　継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマとしてふさわしいか否かを基準
として審査・決定します。
　また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、フリーディスカッション形
式）が偏らないように考慮し選考いたします。
　ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

　今大会（第38回研究大会）では、10テーマの発表を予定しており、うち２テーマは、研
究大会開催地域会である北陸会に割り当てる予定です。
　また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしいものがあれば、10テーマ
の中に含めることも検討します。

　平成29年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡します。
　なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承の上ご応募ください。
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４．応募及び推薦締切日
平成29年２月28日（火）（必着）

５．選　考

６．発表予定テーマ数

７．研究発表の決定

８．送付先及び問合せ先

　　日本公認会計士協会　総務本部 研修グループ
　　TEL
　　FAX
　　E-Mail 　kenshuu@sec.jicpa.or.jp
　　 （企画運営）継続的専門研修制度協議会・北陸会研究大会実行委員会

　継続的専門研修制度協議会において、研究発表のテーマとしてふさわしいか否かを基準
として審査・決定します。
　また、発表方法（研究論文、パネルディスカッション形式、フリーディスカッション形
式）が偏らないように考慮し選考いたします。
　ご送付された原稿等は返却いたしませんのでご留意ください。

　今大会（第38回研究大会）では、10テーマの発表を予定しており、うち２テーマは、研
究大会開催地域会である北陸会に割り当てる予定です。
　また、学術賞受賞作品の中で研究発表テーマとしてふさわしいものがあれば、10テーマ
の中に含めることも検討します。

　平成29年４月末を目処に、応募された方に選考結果をご連絡します。
　なお、選考経緯等は公表しませんので、あらかじめご了承の上ご応募ください。

＜参考＞前回の研究発表テーマ一覧（第37回研究大会）
　【研究発表①】

テーマ１ 【パネルディスカッション】

テーマ２

【パネルディスカッション】

テーマ３
【論文発表】
第44回日本公認会計士協会学術賞受賞作品
会計不正と実験制度会計論～未来の会計をデザインする～

【論文発表】
被災資産に関する会計処理及び税務指導の標準化への提言
～災害損失引当金及び災害損失特別勘定について～

【パネルディスカッション】
クラウドサービス等で外部委託されたＩＴシステムへのＩＴ内部統制に関す
る保証業務による信頼性の付与

テーマ４

テーマ５

　【研究発表②】

テーマ１ 【パネルディスカッション】
東北の公認会計士による東日本大震災復興支援

テーマ２
【パネルディスカッション】
国土強靭化、インフラ施設の老朽化対策と公会計の役割
～福島県の復興の現況と基盤となる公会計の考え方～

【論文発表】
職業的懐疑心の高揚～職業的懐疑心に対する阻害要因の検討と会計不正の
根本原因への監査対応について～

テーマ３

テーマ４

【パネルディスカッション】
バリュエーション業務の多様な進展と公認会計士に求められる変革

【パネルディスカッション】
東日本大震災とその復興～会計職業人教育の果たす役割の視点から～

テーマ５

東日本大震災を体験した東北の公認会計士の記録、そして教訓

中小企業の経営改善計画の策定・モニタリングと計画未達成企業への対応と
留意点
～地域金融機関と公認会計士・弁護士との効果的な協働をめざして～
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